
SA
B

O
 &

 LA
N

D
SLID

E TEC
H

N
IC

A
L C

EN
TER

V
ol. 11

7
  2

015
 冬

編集　sabo 編集委員会
発行　一　　般

財団法人 砂防・地すべり技術センター
　　　〒 102-0074
　　　東京都千代田区九段南 4-8-21　山脇ビル

総務部・企画部（6F）
TEL：03-5276-3271 ／ FAX：03-5276-3391

砂防部（7F）
TEL：03-5276-3272 ／ FAX：03-5276-3392

斜面保全部・総合防災部（7F）
TEL：03-5276-3273 ／ FAX：03-5276-3393

砂防技術研究所（7F）
TEL：03-5276-3274 ／ FAX：03-5276-3394

http://www.stc.or.jp/
ホームページからバックナンバーがご覧になれます。

sab
o

        V
o

l. 11
7

  2
015

冬

sa
b
o Vol.117 2015年

   冬
　

2
月

17
日

発
行

現場から

平成26年8月に広島市で発生した
大規模土砂災害

寄　稿

噴石から「逃げる、隠れる」
御嶽山2014年水蒸気噴火災害を教訓に
開発した火山噴火実験教材

技術ノート

鋼製砂防構造物について⑥
──鋼製砂防構造物の変遷

寄　稿
災害と地名①
広島安佐南区の土砂災害と地名

歴史探訪
斜面環境 山の辺の道「7」
義仲と巴御前──木曽路での記憶

ISSN-1345-6997



表紙の写真

撮影者	：	福池 孝記
	 	（一財）砂防・地すべり技術センター
	 	企画部技師
撮影日	：	平成26年11月
場　所	：	姫川水系松川より望む
	 	北アルプス

Contents

１ 巻頭言

	 激甚化する土砂災害への防災体制の充実を
	 近藤	浩一　（一財）砂防・地すべり技術センター 理事長

２ 現場から

	 平成26年8月に広島市で発生した大規模土砂災害
	 加藤	誠章　上森	弘樹　(一財)砂防・地すべり技術センター 砂防部

８ 寄稿

	 噴石から「逃げる、隠れる」
	 御嶽山2014年水蒸気噴火災害を教訓に開発した火山噴火実験教材
	 林	信太郎　秋田大学教育文化学部

13 国土保全学研究室の活動について
	 野呂	智之　北海道大学大学院農学研究院

16 連載エッセイ❷

	 おどろおどろしき
	 小橋	澄治　京都大学名誉教授

18 講演会報告
	 平成26年度　砂防地すべり技術研究成果報告会
	 （一財）砂防・地すべり技術センター	企画部

22 技術ノート
	 鋼製砂防構造物について⑥──鋼製砂防構造物の変遷
	 嶋	丈示　（一財）砂防・地すべり技術センター 砂防技術研究所

28 砂防ソイルセメント設計・施工便覧　Ｑ＆Ａ
30 寄稿
	 災害と地名①	広島安佐南区の土砂災害と地名
	 楠原	佑介　地名研究家

34 歴史探訪

	 斜面環境	山の辺の道「７」	義仲と巴御前──木曽路での記憶
	 中村	三郎　防衛大学校名誉教授

40 海外事情
 アメリカ、ニューオ−リンズで開催された
	 「土砂動態に関する国際シンポジウム」参加報告
	 鈴木	拓郎・厚井	高志　(一財)砂防・地すべり技術センター

42 「第９回日伊土砂災害防止技術会議」参加報告
	 山下	勝　(一財)砂防・地すべり技術センター 砂防部

45 世界の土砂災害（第15回）
 （一財）砂防・地すべり技術センター 企画部国際課

46 コラム
 徒士組見聞記	②
	 反町	雄二　『sabo』事務局OB

48 CENTER NEWS

49 編集後記──市ヶ谷便り

sabo
Vol.	117
冬	2015



巻頭言

激甚化する土砂災害への
防災体制の充実を

近藤 浩一
こんどう こういち

（一財）砂防・地すべり技術センター 理事長

　平成27年度の予算編成は越年となったが、

基本方針は概算要求時に示されたように「東

日本大震災の復興」「地方の創生」そして「防

災・減災」「インフラ老朽化対策」などに重

点が置かれている。特に気候変動により大規

模化・激甚化する水害、土砂災害に対応する

ため防災・減災対策が推進される。最近も平

成23年の紀伊半島豪雨災害、24年の熊本阿

蘇土石流災害、25年伊豆大島土石流災害そ

して昨年は広島市北部土砂災害などに代表さ

れるように、災害の集中化、局地化、激甚化

の傾向にある。こうした土砂災害によって多く

の貴い命が奪われている。昨年の広島災害

では限られた区域が集中豪雨に見舞われ、

同時多発的に発生した土石流や崖崩れによっ

て74名の犠牲者が出る惨事となった。

　広島災害では夜中の３時間に200ミリを超

す雨が一定区域に短時間に集中して降った。

また広島災害よりほぼ一ケ月前の７月９日長野

県南木曾町で起きた土石流災害も、ほぼ２

時間で100ミリを超える短期集中豪雨によって

発生した。伊豆大島土石流災害は、台風の

影響で災害発生の前日までに累積300ミリを

超す雨が降っていたが、災害発生日夜１時か

ら４時にかけて時間雨量100ミリ前後の未曾

有の集中豪雨に見舞われ、大規模な土石流

が深夜発生、多くの犠牲者が出た。平成24

年７月阿蘇市では、深夜２時から４時間連続

で時間雨量100ミリ前後の降雨に見舞われ、

阿蘇カルデラ壁の多くの斜面、渓流から土砂

が一挙に流出し、多数の犠牲者を出した。こ

れらの災害は短時間に集中豪雨に見舞われ、

その多くが避難の困難な夜間であったことな

ど悪条件が重なり、被害拡大につながった。

　こうした災害の人的被害を軽減するには早

めの避難が重要である。避難の判断基準は

土砂災害警戒情報のように降雨であるが、２、

３時間程度の短時間集中豪雨であれば避難

するには時間がないし、暗闇で豪雨のさなか

に避難することは避難所が遠い場合などは

最も危険でもある。早めに避難を呼びかける

には、夜半に豪雨に見舞われる可能性につい

ての降雨予測技術の向上が頼りとなる。気象

レーダーによる観測技術の向上に向けて気象

庁や大学など研究機関で取り組まれており、

高性能気象レーダー、XバンドMPレーダーの

開発と実用化がされつつある。また、昨年10

月に打ち上げられた静止気象衛星「ひまわり８

号」に搭載された高性能カメラにより、日本

付近の撮影が2.5分で常時撮影できるように

なり、積乱雲の発達状況の把握など予測精

度の向上につながるものと期待されている。

異常豪雨が常態化しているような昨今、豪雨

の早期予測システムの確立が急がれる。特に

山地部での線状降水帯などによる局地豪雨で

の土砂災害や平成20年７月都賀川・神戸市の

ようなフラッシュフラッドによる災害を防ぐた

めにも予測システムの整備が必要である。

　昨年の広島市北部の土砂災害を踏まえ、土

砂災害防止法が改定された。土砂災害を受け

る危険性のある場所かどうか、その区域はど

こまでかなど知らない住民が多い。土砂法に

基づき都道府県が調査をし、土砂災害警戒

区域等の線引きをしてから、関係市町村を通

じて地元住民への説明会を経て警戒区域等

の指定が行われるなど、時間がかかっていた

ため、危険箇所の基礎調査ができ次第、そ

の結果を逐次公表し、住民に土砂災害の危

険性を早く認識してもらうよう公表が義務付

けられた。土砂災害警戒情報については市

町村長への通知及び一般への周知の義務が、

土砂法の中に明確に規定された。

　こうした措置により土砂災害に対しての自

治体と住民の認識が高まることを期待する

が、前述したように土砂災害は短時間の間に、

同時多発的に発生したり、夜中に発生するこ

とも多くなかなか厄介なのである。これを克

服していくには、まず土砂災害にも通じた防

災担当職員を育成し確保していくことである。

関連する気象情報も大雨注意報、洪水注意

報そして大雨警報、洪水警報があり、そうし

た中「土砂災害警戒情報」が出され、時とし

て記録的短時間大雨情報や平成25年８月か

ら運用開始されている特別警報が伝達されて

くることもある。時間とともに、住民等から災

害情報やその前兆かもしれない情報が入り出

し、情報が錯綜しがちになるなか、情報の

現象（浸水、落石、道路崩壊、崖崩れなど）、

被害状況、位置の確認などをしながら避難

準備、避難勧告、避難指示への判断をして

いかなければならない。防災業務に精通した、

あるいは訓練等の経験のある職員を、多数

確保しておく必要がある。そして日頃から住

民と一緒に「夜中にゲリラ豪雨に見舞われた

場合」なども想定した防災訓練や、避難場所・

近くの安全な建物の確認などを行い「防災意

識の高い地域づくり」をしていくことが大切で

ある。
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平成26年8月に
広島市で発生した
大規模土砂災害

加藤 誠章 上森 弘樹
かとう のぶあき うえもり ひろき

（一財）砂防・地すべり技術センター 砂防部

現場から

1. はじめに
　平成26年８月20日未明に広島県広島市安佐北区及び
安佐南区を中心として記録的な降雨が発生し、この降
雨により広島市では、土石流107件、がけ崩れ59件★１

が発生し、死者74名、全半壊家屋255棟（広島県調べ★２、
９月19日時点）にも及ぶ甚大な被害が発生した写真-1。
国土交通省砂防部は、今回発生した災害は、一つの土
砂災害としては昭和58年の島根災害以降最大の人的被
害が発生したと発表している★３。
　当センターでは、甚大な被害の生じた本地区に対し
て、土石流による被害の実態及び家屋等の被災状況等
を調査するための現地調査（企画部：福池、砂防部：
山下・嶋・加藤・五十嵐・板野・垣本・黒田、斜面保
全部：木村、総合防災部：前寺、池田）を実施したほ
か、８月23、24日に砂防学会調査団として職員（砂防部：
加藤・上森）が調査に参加した。前者は土石流堆積域
の被災状況に主眼を置いた調査であり、後者は緊急的
な調査であったため、調査内容は限定されるが、ここ
では、現地調査等に基づき確認された現地状況につい
て報告する。

2. 降雨状況
　AMeDAS三入観測点における積算60分雨量と累積
雨量を図-1に示す。本観測点においては、一連の降雨
は８月19日18：50に初めて観測され、60分積算雨量の
ピークである101.0㎜を８月20日4：00に観測し、降雨
が終了するまでの累積雨量は257.0㎜に達した。特に８

図-1 AMeDAS三入雨量観測点における時間雨量の変遷

写真-1 八木3丁目付近の土石流発生状況（国際航業株式会社・株式会社パスコ撮影）

sabo vol.117 冬 20152



現場から

月20日1：50～4：00の期間においては、一連の降雨量
の約80％に該当する203.5㎜が観測され、きわめて高強
度の降雨が２時間強の期間に集中してもたらされたこ
とがわかる。なお、降雨分布については後述する。

3. 土砂移動実態
3.1　土砂移動の発生範囲

　図-2に国土地理院による土砂移動箇所★４の写真判読
結果を示す。土砂移動形態別の判読は海堀ほか★５が実
施しその詳細を報告しているため、ここでは、土砂移
動の確認範囲と降雨・地形・地質との関係について概

略的に述べる。
　今回土砂移動が多く確認された箇所は、安佐北区
の根谷川及び安佐南区の太田川右岸にかけての幅約３
㎞、長さ約20㎞の範囲で北東～南西方向に帯状に分布
している。
　図-3に傾斜区分と土砂移動判読結果の分布を示す。
土石流は30°を超過する範囲を最上流部としているこ
とが確認され、多くの箇所で8°の範囲まで土砂移動が
判読されている。また、複数の支渓から土石流が発生
していることも多くの箇所で確認され、土石流が複数
波流下したことが示唆される。特に安佐南区の八木地

図-2 土砂移動発生箇所（国土地理院の判読結果★４による） 図-3 傾斜区分と土砂移動発生箇所（国土地理院の判読結果★４に
よる）の関係

図-4
地質区分（産業技術総合研究所シームレス地質図より関
連箇所の地質を表示）と土砂移動発生箇所（国土地理院の
判読結果★４による）の関係

図-5 2時間最大雨量（レーダーアメダス解析雨量より作成）と土砂
移動発生箇所（国土地理院の判読結果★４による）の関係

広島市安佐北区 可部東地区

八木地区・緑井地区

AMeDAS三入観測点

広島市安佐南区

根谷川

太田川
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した。紙幅の都合上図は省略するが、今回の降雨にお
いては、最大１時間雨量、最大３時間雨量、累加雨量
のいずれの指標の分布も、今回示した最大２時間雨量
の分布と強雨域の範囲がほぼ同様であった。

4. 現地調査結果
　本稿では、土石流の多発した緑井地区（鳥越川）、
八木地区（太田川支川75）、可部東地区（根谷川支川
90）の３地区の現地状況を簡単に紹介する。なお、各
渓流の位置は図-4に示す通りである。

4-1　緑井８丁目の事例（鳥越川）

　鳥越川は、流域面積0.3㎢の土石流危険渓流Ⅰである。
本流域は花崗岩類が広く分布しており、一部に付加体

区、緑井地区周辺においては、土石流の流下範囲に市
街地が分布していたことから、甚大な被害が発生した
ことが推測される。
　図-4に地質区分と土砂移動判読結果の分布を示す。
土石流の多発した八木地区に代表される太田川右岸に
おいては、花崗岩類と付加体が、可部東地区に代表さ
れる根谷川左岸においては花崗岩類と火山岩類が広く
分布している。土石流の発生の分布状況及び流下距離
に関して、図で判断する限りにおいては地質との明瞭
な関係は認められない。
　図-5にレーダーアメダス解析雨量による最大２時間
雨量と土砂判読結果の分布を示す。今回土石流が発生
した範囲は、降雨と良好な関係が得られることが確認
され、２時間雨量が120㎜を超過した範囲と概ね一致

写真-2 鳥越川源頭部の崩壊状況 写真-3 鳥越川支渓合流点の状況（複数の支渓から土石流の流下が認められる）

鳥越川支渓合流点の状況（複数の支渓から土石流の流下が認められる）写真-4 写真-5 鳥越川谷出口の状況（直径2m程度の礫が点在している）
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現場から

写真-8 住宅地の最上流部における土石流の堆積状況（土石流は、住宅地の最上流部に直撃し道路部を主流路として流下した）（太田川支川75）

等の貫入岩もみられた。本地区の写真を 写真-2〜5 に
示す。源頭部の崩壊は、斜長約30m、深さ約1.0m、勾
配約35°、幅約10mの表層崩壊であった（写真-2参照）。
また、写真-3に示すように複数の支渓で土石流跡がみ
られ、土石流が複数波で流下したことも推測された。
本地区で発生した土石流は、市街地において南東方向
と南方向の２方向に分かれて流入し、南方向に流入し
た水・土砂により約300mにわたる範囲で甚大な家屋
被害が発生した（図-6参照）。堆積域で確認された礫
の直径は、1.0m前後が多くみられたが、堆積域の上流

端にあたる鳥越川谷出口付近には２mを超える巨礫も
点在していた。

4.2　八木３丁目の事例（太田川支川75）

　太田川支川75は、流域面積約0.2㎢の土石流危険渓流
Ⅰである。本流域は地質区分上、上～中流域に付加体
堆積岩、下流域に花崗岩類が分布しているが、土石流
として流下した土砂の多くは堆積岩類の角礫岩であっ
た。本地区の写真を写真-6〜10に示す。礫の大きさは
0.3m前後が多く、１mを超える巨礫はほとんどみられ

写真-7 太田川支川75の土石流危険渓流としての谷出口の状況（直径0.3m
程度の礫が点在している）

写真-6 土石流の主流路（写真右矢印）及び右岸に生じた表層崩壊（太田川支川75）

図-6 鳥越川で発生した土石流による被災家屋の分布
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の写真を写真-11〜14に示す。
　土石流は、複数の支流から発生し、主流路において
は、斜長約75m、深さ約1.0～1.5m、勾配約38°、幅約
30mの表層崩壊が源頭部に確認された。本渓流の中流
域に位置する3基の治山堰堤上流においては、礫・流
木が捕捉されて残存していた一方、河道内は侵食によ
り露岩している状況にあった。
　本渓流の谷出口付近には、平地が位置しており、土
石流により流下した多量の土砂・流木が平地に堆積し
たため、下流の住家被害は約４戸にとどまった。本流
域において流下した土石流の礫の直径は0.5m程度の大
きさが多く占めており、同じ花崗岩地域である鳥越川
流域等でみられた直径1.0ｍを超えるような巨礫は確認
できなかった。

5. まとめ
　今回の調査等により確認された本災害の特徴を以下
に示す。
◦		土石流は、２時間に120mmを超過する極めてまれ

なかった。本渓流における元河床は、写真-7左上側に
示す流路であったが、先行する土石流の堆積に伴い、
谷地形が埋塞され、本来の沢筋ではない阿武の里団地
の方へ流下した。流下した土砂は、住宅地の最上流部
で堆積したが（写真-8参照）、土砂の一部は、道路部
を主流路として約400mにわたり流下し、道路沿いの
家屋や集合住宅（空き家）等で堆積していた（図-7及
び 写真-9、10参照）。

4-3　可部東４丁目の事例（根谷川支川90）

　根谷川支川90は、流域面積0.1㎢の土石流危険渓流Ⅰ
である。流域は花崗岩類が広く分布している。本地区

図-7 太田川支川75で発生した土石流による被災家屋の分布

写真-9 家屋における土砂の残存状況（上流端付近の家屋においては、1mを超える土
砂の堆積と、流木の堆積が確認された）（太田川支川75）

写真-10 集合住宅（空き屋）における土砂の堆積状況（太田川支川75）
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現場から

な豪雨により発生した。
◦		強雨域は、土石流の発生箇所と概ね一致した。
◦		土石流は、30°を超過する領域で発生し、多くは3°
以上の勾配で停止している。

◦		土石流は、強雨域に分布する花崗岩と付加体の両方
で発生した。渓床の侵食状況は異なるものの、土石
流の発生頻度、氾濫範囲に明瞭な違いは認められない。

◦		複数の地区において住宅地に流れ込んだ土砂の一部
は、道路上を流れ下ったことで、谷出口付近の家屋
だけでなく道路沿いの家屋にも甚大な被害を与えて
いた。

　今回の調査の内、土砂堆積厚に関する調査に関して
は、国土技術政策総合研究所の指導の下で実施した。
ここに厚く御礼申し上げます。
　最後に本土石流災害で亡くなった方々のご冥福をお
祈りするとともに、被災地の早期の復興を祈念いたし
ます。

参考文献
★１	 国土交通省砂防部（2014）：広島県で発生した土砂災害への対応

状況（2014年10月31日時点）、http://www.mlit.go.jp/river/sabo/
H26_hiroshima/141031_hiroshimadosekiryu.pdf（参照日：2014年
12月26日）.

★2	 広島県災害対策本部（2014）：8月19日（火）からの大雨による被害
等について（第68報）、H26.9.19	16:00現在、http://www.bousai.
pref.hiroshima.jp/hdis/info/1649/notice_1649_1.pdf（参照日：
2014年12月26日）.

★3	 国土交通省砂防部保全課（2014）：過去に発生した降雨に伴う大規
模な土砂災害について、http://www.mlit.go.jp/river/sabo/H26_
hiroshima/140829kakonojirei.pdf（参照日2014年12月19日）.

★4	 国土地理院（2014）：平成26年（2014年）8月豪雨による被害状況に
関する情報、http://www.gsi.go.jp/BOUSAI/h26-0816heavyrain-
index.html（参照日：2014年12月26日）

★5	 海堀正博、石川芳治、里深好文、他（2014）：2014年8月20日に
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写真-14 下流から2基目の治山堰堤上流部の堆積状況（本箇所におけ
る堰堤上流の元河床の勾配は16°、現河床の勾配は5.6°で
あった）（根谷川支川90）

写真-11 根谷川支川90源頭部の状況

写真-13
土石流先端部の土砂・流
木の堆積状況（土石流の
先端は幅約80mにわたり
扇形に広がっており、そ
の先端部には流木が高さ
約2m堆積した）
（根谷川支川90）

写真-12 渓床の侵食状況（本箇所における河床勾配は16°、川幅は8mであ
り、河床から比高約3mの範囲まで侵食した）（根谷川支川90）
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噴石から
「逃げる、隠れる」

御嶽山2014年
水蒸気噴火災害を
教訓に開発した
火山噴火実験教材

寄稿

林 信太郎
はやし しんたろう

秋田大学教育文化学部教授・
同附属小学校長

（火山噴火予知連絡会御嶽山総合観測班地質チーム、
2014）。もちろん、爆発で吹き飛ばされた石なので、
さまざまな大きさのものがある。山頂部に溜まった厚
い火山灰の中には、噴石が落下してできた穴が多数で
きた。火口から400～500mの地点では、４m×４mの
範囲に噴石落下による穴が10個以上分布するほど高密
度である（金子ほか、2014）。４m×４mというとお
よそ10畳。この広さの場所に10個の噴石が降ったのだ
から、１畳あたり１個の噴石が降った計算となる。こ
のように高密度で噴石が降る場合、遮蔽物がなければ
相当に危険である。しかし、実際の噴石密度（単位面
積当たりの噴石の個数）はもう少し高いらしい。火山
噴火予知連絡会御嶽山総合観測班地質チーム（2014）
の報告書にある山小屋の壁の写真を見ると、噴石によ
って数十個の穴があいていることがわかる。噴石密度
の測定は、来春の詳細調査を待たなければならないが、
1畳あたり10個以上の噴石密度にはなりそうである。
この場合、遮蔽物がなければ生存の可能性はゼロに近
いだろう。
1-3　爆弾数十個分の爆発

　この爆発は高圧の水蒸気によるものであるが、その
爆発のエネルギーはTNT火薬数トンに相当する（谷
口・植木、2014）。これは500ポンド爆弾数十個分をま
とめて爆発させた時の爆発エネルギーに相当する。こ
のような爆発が起こると必ず爆発点周辺の石が飛び散
る。このようにして発生した噴石の初速度は約100m/
秒と推定されている（金子ほか、2014）。100m/秒は

1. 御嶽山の噴火

1-1 噴石

　ここに１個の噴石がある写真-1。ある火山の爆発で
500mの上空まで吹き飛ばされ、そして落下してきた
ものだ。この噴石はずっしりと重く、角ばっている。
これが高速で飛んできたら、大変恐ろしいということ
は、手にもって見るとすぐに実感できる。
　噴石は特別な石ではない。たまたま火口付近にあっ
た岩石が爆発によって吹き飛ばされたものなので、溶
岩でできていることが多い。火山に行けばどこにでも
ある、ありふれた石である。
　もし、噴石の重さを実感したければ、その辺に落ち
ている漬物石くらいの重みの角ばった石を手に持って
みてほしい。その石は形も密度も噴石とそれほどは違
わない。ぜひ、「これがプロ野球の投手の球よりも速
く飛んできたら」と想像して、その迫力と脅威を味わ
っていただきたいものである。
1-2　９月27日の御嶽山噴火

　2014年９月27日午前11時52分、御嶽山は音もなく噴
火を始めた。まもなく激しい爆発音とともに多数の噴
石が飛んできた（おそらく11時55分くらい）。山頂小
屋の屋根を突き破った噴石は60㎝もの大きさがあった

2014年9月27日の御嶽山の噴火で犠牲になられた方々

のご冥福をお祈り申し上げます。

写真-1 噴石
ある火山の爆発で500mの上空まで吹き飛ばされ、そして落下
してきたもの。ずっしりと重く、角ばっている。
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メージとは正反対に「水」という文字が入るが、この
噴火は水蒸気噴火であり、マグマは関与していない可
能性が高い。御嶽山の水蒸気噴火は、やや高圧の熱水
の圧力が減少することにより爆発的に沸騰して生じた
ということは、複数の火山学者の一致した意見である
（中田ほか、2014；谷口・植木、2014；浜口・中道、
2014）。
　このように御嶽山の2014年噴火は熱水の爆発であ
り、かつ小さな噴火だった。巨大なマグマ噴火では前
兆がとらえられることが多いが、このように小さな噴
火ではそれはかなり難しい。このため水蒸気噴火が起
こった時点の御嶽山の噴火警戒レベルは「レベル1」、
つまり平常状態だった。2014年９月10日頃には前兆ら
しき火山性地震が一時的に発生した（木股、2014；前
田ほか、2014）。また、噴火の11分前には火山性微動
が始まった（小木曽、2014）。前者を前兆と判断する
のはかなり難しいと考えられるし、明らかに前兆であ
った後者の火山性微動は、あまりにも直前すぎて登山
者に伝える手段はなかった。
1-6　噴火開始から噴石災害までの猶予時間

　このようにして、山頂の登山者にはほとんど前触れ
もなく噴石が降り注いできたのである。噴火が開始し
てから噴石が降ってくるまでに「数分以内」（中田他、
2014）程度の時間しかなかった。実際、生還者の証言
を見ると11時55分ころに噴石を伴う爆発が起きた可能
性が高い（山と渓谷社編、2014）。静かに始まった最
初の噴火に気がつかなかった場合でも、爆発から噴石
の落下まで数秒以上の余裕はあったはずである。
　数分あれば、火口から遠ざかり、より噴石密度の低
い地点に移動できる。十秒程度あれば、大きな岩の陰
に飛びこめる可能性もある。もし、全登山者が火山噴
火に伴う噴石のイメージを持っていれば生存率はもっ
と高かったかもしれない。
1-7　火山灰のモルタル化現象

　ところで、御嶽山2014年噴火で噴出した火山灰は酸
性の熱水変質帯に由来し、粘土鉱物が主体である。こ
の他に、石英、黄鉄鉱、みょうばん石、石膏が含まれ
る（井村ほか、2014）。
　御嶽山2014年の噴火のような水蒸気噴火で、火山灰
のモルタル化現象がおこることがある。ためしに御嶽
山2014年火山灰（10月１日、山麓で採集；この日まで
雨は降っていない）に少量の水を加え混合して、放置

時速360㎞、新幹線を超える速度である。着地時にも
相当のスピードを保っていたはずなので、視認してか
わすのは、ほぼ不可能だろう。また、３㎝ほどの噴石
が当たっただけでも、それが頭部ならば致命傷となっ
ただろう。
　爆発当時山頂部分には数百人の登山者がいたと推定
される。このうち、57名の方が犠牲になった。また、
いまだに６名の行方不明の方がいる。犠牲者の多くは
噴石が頭部に当たることにより命を落としている（マ
スコミの報道による）。
1-4　御嶽山2014年の噴火で発生した現象

　また、同時にこの爆発で約50万トンの火山灰が噴出
した（火山噴火予知連絡会御嶽山総合観測班地質チー
ム、2014）。その多くは火口周辺に堆積したが、東の
方に風で流されていったものもある写真-2（金子ほか、
2014；御嶽山降灰合同調査団、2014））。50万トンとい
う数字は大きなものに見えるが、実は火山噴火として
は少量である。この他に低温の火砕流も発生した（こ
の現象に対し、火砕流という用語を使用することが適
当かどうかは、火山学会内にもさまざまな意見があ
る）。これについてはまたの機会に述べたいと思う。
また、火口から直接泥流が流れ出しているのが発見さ
れた（及川、2014；岸本ほか、2014）。このような現
象は有珠火山の2000年噴火、秋田焼山火山の1997年噴
火でも認められている。
1-5　前兆現象

　その「火砕流」という言葉や「噴火」の「火」のイ

写真-2 御嶽山東側山麓の火山灰
2014年噴火の４日後に撮影。噴火地点からおよそ８㎞地点だ
が火山灰はうっすらとしか積もっていない。
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噴火に遭遇した時にも，あわてずに「逃げる、隠れる」
行動がとれるように教育するための、「噴石から身を
守るための実験教材」を開発し、小学生から大人まで
のさまざまな方を対象に、出前授業を中心とする教育
実践を行った。
　では、出前授業に使った実験装置を紹介したい。装
置は火山模型の部分と空気を送り込む部分からなって
いる写真-4。火山模型は横から導入した空気が、火山
模型の上、すなわち火口部分から抜けるようになって
いる。横方向に突き出したパイプが、中で火口部分と
連結しているのである。火口部分は台所の流し用ネッ
トが張ってあり、噴石のかわりの紙粘土のかけらを支
持する構造になっている。パイプは塩化ビニール製、
火口部分はペットボトルの口、火山本体は紙粘土でで
きている。一方、空気を送り込む部分は自転車のチュ
ーブ（タイヤの中に入っているゴム製のチューブ）と
空気入れからなっている。チューブをカットし、片方
を塞いである。
　はじめに火口部分に噴石代わりの紙粘土（軽いタイ
プ）の乾燥したカケラを数十個いれる（写真-5中下）。
次にチューブの火山模型よりの部分を指で押さえ、空
気入れでチューブに空気を注入する（チューブが倍程
度にふくらむまで空気を注入）。ここで、チューブを
押さえる指を離すと勢いよく噴出する空気とともに噴
石（紙粘土）が飛び出す。およそ半径２mの範囲に紙
粘土の噴石は落下する写真-6。なお、開発した実験教

してみた写真-3。すると写真のように、乾燥した火山
灰はパリパリに固まってしまった。このようなモルタ
ル化現象がおこると、地表の浸透能は低下するので土
石流が発生しやすくなるはずである。幸い、2014年の
御嶽山噴火では、土石流は発生していない。しかしな
がら、水蒸気噴火が起こり、粘土質の火山灰が山腹に
堆積した場合は、土石流の発生を警戒する必要がある。

2. 噴石から身を守るための教材開発

　御嶽山2014年噴火では、明瞭な前兆現象はなく、レ
ベル１の状態のまま噴火が起こった。このように、突
発的で小さな水蒸気噴火が起こることは、御嶽山に限
らず日本の多くの火山で今後もあり得る。
2-1  「逃げる、隠れる」行動による避難　

　もし、このような場面に出会った場合、すばやく適
切な対処を行えば、生存率はより高まる。御嶽山から
の生還者の手記には、とっさに取った噴石回避行動が
書かれている。例えば、ザックを頭の上に載せ、座っ
たまま斜面をずりさがって避難する、近くの山小屋に
逃げこむ、岩の陰に身を隠すなどである（山と渓谷
社編『ドキュメント御嶽山大噴火』、ヤマケイ新書、
2014）。これらの「逃げる、隠れる」行動は適切で、
生存の可能性を高める効果があったと考えられる。
2-2   「噴石から身を守るための実験教材」

　筆者は、御嶽山の2014年噴火のような突然の水蒸気

写真-3 水を加えてモルタル化させた御嶽山2014年の火山灰
左：実験前の火山灰、中：水を加えた火山灰、右：水を加えて
乾燥させた火山灰。パリパリと板状に固まっていることがわかる。

写真-4 噴石実験装置
火山模型の部分（A）と空気を送り込む部分（B）を連結して使用
する。
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う意見の両方があった。火山学者も「逃げる、隠れる」
行動を推奨しているのである。
　小学校６年生の子どもたちの答えも「逃げる、隠れ
る」行動であり、火山学者の答えおよび生還者の行動
と一致している。したがって、本実験を行うことによ
って「噴石からの身の守り方」を身につけさせること
が可能であると考えられる。

3. 突然の水蒸気噴火に遭遇する
 リスクはどのくらいか

　では、活火山の登山中に、御嶽山2014年噴火のよう
な突然の水蒸気噴火に遭遇するリスクはどのくらい
か、簡単な計算をしてみよう。
3-1 飛行機事故との比較

　ここでは100年に一度水蒸気噴火があるような仮想
的な火山を考える。また水蒸気噴火のうち、前兆現象
のない突発的なものが起こる確率を仮に0.5とする（実
際はもっと低いだろう）。また、登山時に火口付近に
滞在する時間を１時間とする。この前提に立って計算

材は、ほぼ2000円の材料費でつくることが可能であり、
材料はホームセンターなどで調達可能である。
　学校の授業で使う場合にはあらかじめ岩のかわりに
なる大きな紙粘土の固まりを置いておく（写真-5右上
および左上）。避難小屋（写真-5中上）やシェルターが
ない状況でどうするかを「どのような所にいれば噴石
から身を守れると思いますか？」と子供たちに発問し、
回避行動について子供同士で議論しながら考えさせる。
2-3　小学校高学年児童の答え

　さて、小学校高学年の子供たちから、どのような答
えが返ってきたのかご紹介したい。子供たちには、
自分のかわりにゴルフのピンを逆さまにしたもの
（写真-5左下）を渡し、安全と思う場所においてもら
った写真-7。ゴルフのピンは逆さまに立てることがで
きるが、紙粘土の噴石がぶつかると倒れてしまうので、
紙粘土が当たったかどうか判定するのが容易である。
多くの子供は岩の陰にピンを隠した。これは「隠れる」
行動であり、もちろん正解である。中には隣のテーブ
ルにピンを置いた子供もいる。これは「逃げる」行動
であり、すばらしい正解である。
　2014年11月の日本火山学会秋季大会（福岡）では、
御嶽山の噴火を受けて数々の会合が行われた。その一
つに火山防災委員会の緊急セッションがあった。その
中で提案され、会期中に行われた臨時セッションでは、
噴石から身を守るためにはどうするべきか議論が行わ
れた。岩陰に隠れるという意見と、遠くに逃げるとい

写真-5 身近で調達可能な実験教材
（左下・ゴルフピン、右上と左上・岩を表す紙粘土塊、中上・
避難小屋模型､ 中下・噴石を表す紙粘土かけら）

写真-6 噴石実験装置から紙粘土の噴石が噴出する様子
噴石は様々な角度で飛び出しほぼ放物線の軌道を描いて飛び
散る。

写真-7
自分のかわりのゴルフのピン
ゴルフのピンをおいて実験を行いど
こが安全なのか子どもたちに考えさ
せる。
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思います。もちろん、最終的な判断は登山者の自己責
任ですが、その指針となるようなデータだけでもわか
りやすい形で提供してほしい。」（山と渓谷社編（2014）
『ドキュメント御嶽山大噴火』p123より）。火山学者
として、あるいは防災の関係者として、心に深く刻み
つけておきたい言葉である。

すると、このような仮想的火山で突然の噴火に遭遇す
るリスクは、100万回の登山当たり0.57回程度（約175
万分の１の確率）となる。これは一度の離陸当たりで
飛行機が死亡事故を起こす確率（100万回の離陸当た
り0.28回 程 度；	Aviation	Safety	Boeing	Commercial	
Airplanes，2014）の２倍程度である。また、約175
万分の１の確率はおよそ38.5kgの米の中から、一粒
の特定の米粒を1回で選び出す確率とほぼ同じである
写真-8。
3-2　小さなリスクと自己責任　

　このような小さなリスクをどうとらえるかは個人の
判断にかかっている。それは、登山をすることの恩恵
と噴火の危険性を天秤にかけて、登山者が自己責任で
判断することになる写真-9。そもそも、登山には噴火
以外の危険な要素がたくさんある。例えば2014年の１
年間で秋田県の秋田駒ケ岳では２件の滑落事故が起き
ている。噴火以外の危険な要素と比較することも判断
の際には重要だろう。私の場合は、突然の噴火のよう
な小さなリスクを気にするよりも、登山することの楽
しみを選択する。もちろん、明白に危険が切迫してい
る時には、火口周辺への立ち入り禁止も必要だろう。
　また、このような活火山の危険情報の提供も重要だ
ろう。生還者の一人、自然観察ボランティアの	鈴木
康夫氏はこう述べている。「どこの山にどんな危険が
あるかということをしっかりと情報提供してほしいと
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写真-9 板書の例

写真-8 たくさんの米粒の中の印を付けた一粒の米粒
100年に一度水蒸気噴火があるような仮想的な火山に一回登山
して、突然の水蒸気噴火に出会う確率は、38.5kgの米の中か
ら印のついた一粒の米を、目を閉じたまま選び出す確率とほぼ
同じ。
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野呂 智之
のろ ともゆき

北海道大学大学院 特任准教授

国土保全学研究室の
活動について
北海道大学大学院農学研究院
連携研究部門融合研究分野
国土保全学研究室

開始しました。これは大学院生を対象に学部の垣根を
越えて開設される授業科目で、履修生は専門の枠を超
えた講義を受けることができます。
　国土保全学総論は「自然災害」「防災・減災対策」「危
機管理」「行政実務」をキーワードとして、日本の国土
の成り立ちを踏まえながら国土保全と地域保全の重要
性・必要性を学ぶ機会を半年間にわたって提供してい
ます。本年度の１学期に実施した講義の「分野と講師」
は左のとおりです。
　初年度は理学院、農学院、環境科学院、公共政策大
学院からの大学院生が履修しました。今後、社会科学
系の分野にも広く周知することを考えています。
　また、この授業は履修生だけでなく、国土保全行政
に携わる社会人の方々にも門戸を開いており、学生が
社会人と接する機会となっています写真-1、2。

３. 調査研究について
①アイヌ伝承を活用した大規模災害の解明

　深層崩壊や天然ダムの決壊、火山噴火に起因する泥
流などの大規模な土砂災害の発生履歴を整理しようと
する場合、一般的には地形・地質情報に加えて古文書
などに記された災害記録の収集を行います。
　ところが北海道で古文書調査を始めようとすると大
きな壁にぶつかります。

「古文書が極めて少ない。」

　先住民であるアイヌ民族が使用していた言語（アイ
ヌ語）に文字はなく、彼らは口から口への言伝え（口承）
によってコミュニケーションを図り、知識を後世へと
伝えてきました。そのため、江戸時代以前においては幕

１. 研究室の位置づけ
　寄附講座「国土保全学研究室」はまもなく開設３年
目に入ります。今年度から始まった授業「国土保全総
論」と現在取り組んでいる調査研究を中心に研究室の
活動をご紹介します。

２. 授業について
　2014年度から大学院共通授業「国土保全学総論」を

国土保全学総論の講師一覧（敬称略）
日 時 分 野 講 師

4／16 国土保全学概論	 南	哲行（特任教授）

4／23 国土保全関係法令⑵ 栗島	明康
（国土交通大学校長）

4／30 国土計画と国土保全政策⑴⑵
奥野信宏
（中京大学教授・国土審議会長）

5／7 国土保全と行政実務⑴ 南	哲行（特任教授）

5／14 国土保全関係法令⑴ 筒井	智紀
（国土交通省砂防管理室長）

5／21 国土保全と行政実務⑵ 南	哲行（特任教授）

6／4 総合的な防災行政実務 南	哲行（特任教授）

6／11 国土保全と行政実務⑷
綱木	亮介
（（一財）砂防・地すべり技術
センター斜面保全部長）

6／18 国土保全と行政実務⑶ 安養寺	信夫（同上	理事）

6／25 基礎自治体と国土保全 浜田	哲（美瑛町長）

7／2 国土保全と行政実務⑸ （現地視察）

7／16 国土保全と防災教育 北	俊夫（国士舘大学教授）

7／23 国土保全学概論	 南	哲行（特任教授）

図-1 土砂災害との関連が推測される伝承が残る地域
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で渡る川が千歳川、その時進行方向左に見える丘が千
歳神社周辺、トレンチを確認した場所は進行方向右の
市街地が広がる扇状地です。ここを山が流れていくほ
どの現象、当時のアイヌ人は何を目撃したのでしょう
か。既存のボーリングデータによる氾濫範囲や力学モ
デルによる土砂の挙動など、この先は通常用いられる
手法と組み合わせて古文書として残されていない過去
の土砂災害の再現を試みる予定です。
②災害を契機とした北海道への移住調査

　大規模災害に備えた自治体間の支援体制の重要性は
強く認識されています。しかし、影響が広域に及ぶ大
規模災害では、相互支援を約束した自治体の双方とも
被災する可能性があります。同時被災することがない、
遠く離れた自治体同士を結ぶきっかけの一つとして災
害移住に着目しています。
　明治に入り各地から多くの住民が北海道へ渡り開拓
に従事しました。移住の理由として、産業振興やロシ
アを意識した北方警備のほか、土砂災害・洪水などの
大規模自然災害による被災が挙げられます。奈良県十
津川村の災害（1889年）による北海道新十津川町への
事例のほかにも、これまで調べた45事例からは東北か
ら九州に至るまで災害で生活基盤を失った住民が道内
各地へ移住していること、時期は1896～1900年に集中
していることがわかりました図-2、写真-5.6。
　現在は入植者の多くが３～４世代目に入っています。
音更町のある農場では「初代は食べていくだけで精一
杯、故郷を振り返る余裕はなかったはず」「100周年な
どの記念誌作成を通じて自分のルーツを考えるように

府に派遣された調査隊などによる記録を除けば文字と
して記録された情報は皆無であり、記録として残される
ようになったのは、本州からの移住による開拓が集中的
に進められるようになった明治以降になってからです。
つまり、古文書調査による北海道内の災害記録は過去
100年程度しか遡れない、という事情があります。
　アイヌ語で「叙事詩」を意味するユーカラをはじめ、
彼らが口承で伝えてきた物語は金田一京助や知里真志
保らのようなアイヌ研究者がそれを聴き取り、日本語
化したことによりその内容が明らかになりました。
　国土保全学研究室では、このような伝承情報の中に
災害を想起させる記述が含まれていることに注目して
います図-1。一例を挙げます。千歳市を流れる石狩川
支川千歳川周辺では「千歳神社の近くの山が洪水（津
波、という記載例もある）で流れた」「海まで流れて
利尻島（礼文島、という記載例もある）になった」と
いう伝承が残っています。千歳市の協力を得て千歳川
の近くでトレンチ掘削を行ったところ、樽前山に由来
する火山噴出物とともに、集合運搬により運ばれてき
たと思われる礫層の一部を確認することができました
写真-3、4。金田一はアイヌ伝承全般について「荒唐無
稽な伝承でも生活の一端を漏らす貴重な史料」と著書
『アイヌ文化志』（三省堂、1961）の中で指摘しています。
千歳の伝承が土砂水理学的に全て正確かどうかは別に
して（そもそも利尻島は火山島）、「広く仲間に、ある
いは後世に伝えるべき」と考えられたほどの現象が発
生していた可能性があります。
　新千歳空港から札幌行きのJRに乗ると千歳駅の手前

写真-1「国土計画と多様な主体の参加」（奥野先生） 写真-2 現地視察（千歳川・舞鶴遊水地の排水門操作室）

写真-3 トレンチ断面（当日はNHK 札幌放送局の取材を受けた） 写真-4 礫層の一部
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なった」等の話を伺うことができました写真-7。
　このような事例調査をきっかけに、関係する自治体
の中で今後の地域防災力の強化に役立つ取り組へと繋
がることを期待しています。
　なお、二つの研究を進める過程で国土保全に関係す
る記述が道内の自治体史にどれほど記載されているか
を調べ、索引として整理しました。災害を想起させる
ようなアイヌ伝承、地名、災害事例などをキーワード
として全1,790件のリストを研究室ウエブサイトで公開
中です。

４. おわりに
　このほか、国土交通省の公募研究である「火山地域
における樹木を伴う山腹崩壊の発生と流動（代表：丸
谷知己）」では研究チームの一員として参画しています
写真-8。また、砂防関係の行政担当者、若手コンサル
タント技術者を対象にしたゼミ形式の勉強会をそれぞ
れ主催しています。

　研究室の運営においては、国土保全学総論の非常勤
講師を引き受けてくださった皆様、授業や研究のため
現地視察の対応をしていただいた北海道開発局・北海
道庁の方々をはじめ、多くの関係者のご協力をいただ
いているところです。この場をお借りしてお礼を申し
上げますとともに、引き続きご支援をいただけるよう
お願いいたします。

写真-6 岐阜県大野郡下穴馬村（現大野市）に残る資料。「北
海道移住民汽車汽船賃割引券」に関する経理資料。

写真-5 度重なる災害で移住が決断された

写真-7 話を伺った藤川農場（音更町）

写真-8 利尻島雄忠志内川

図-2 1890年代の岐阜及び北陸三県に災害と北海道移住  　地図は「CraftMAP」より作成・引用
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連載エッセイ

小橋 澄治
こばし すみじ

京都大学 名誉教授

おどろ
おどろしき

2 てている。期待する“不気味”なおど

ろおどろしさには発展せず、どちらか

といえばマンガチックな可愛さが現れ

てきて閉口する。わたしの深層心理、

心の深淵は、本人が思っているほど、

深くもなく不気味さもなく、軽薄なも

のだということだ。とはいえ、無意識

域から生じる衝動は生きる力の源泉

であり、悪評散 で々も描き続けたいが、

深層の意識を豊かにしないと、現れ

るモノがマンネリ化するのは当然だと

も思う。それに対処する方法は知らな

いが、たぶん、地道に教養をより深く

する努力しかないと思う。

この種の絵は意識の底にある衝

動をストレートに表現でき、こ

れに対する言葉・文章表現は衝動を

翻訳する必要があり、まだるっこしく

なり両立しないと思っていた。いいか

えれば、言葉で表現しがたい、意識

の底にある衝動を表現するための絵

があると思っていた。ところが夏目漱

石の『草枕』を読んでいると（電子

書籍発達のお陰で、漱石全集が200

円で入手できる。）“絵で描けないとき

は言葉で”と言う意味のくだりがあり、

“ありゃ”と思ったが、彼の言う“言葉”

とは俳句・漢詩のようである。要する

に“詩”の類である。これはわたしの

全く無縁の世界である。80年も生き

てきて、詩や俳句・漢詩に全く素養

がないとは恥ずかしいことである。山

水画は好きだけど、そこに書き込まれ

た漢詩の類が全く読めないことに平

然としてきた。わが国の優れた伝統

芸術のかなりの部分が“書”である

ことを知りながら、その文化的宝庫

を素通りしてきた。

息子は私の絵をつくづく見て、い

っそマンガを描けばどうだ、と

ぬかした。自分の絵がマンガチック

になりつつあることを自覚しているか

ら結構こたえた。ところで、京都には

識に浮かぶ形を表現しようとする絵と

があると思う。どちらにしても自己表

現、自己主張であることに変わりは

ない、今回は後者の絵のはなしである。

自己の意識の深層から突き上げ

てくる衝動（生とか性）を表現

しようとする絵は近代以降、前衛絵

画として隆盛を極めてきた。ところで

意識の奥深い所、無意識の世界にあ

る衝動、形として意識していないモノ

をストレートに絵としては表現はでき

ないはずで（できるとすれば抽象絵画

だ）、自己の遠い昔の記憶、体験とか、

身辺の事物をヒントとした幻想を借り

て表現するのだろう。前衛芸術の大

家たるピカソやミロ、クレーらは当時

ヨーロッパに紹介され始めたアフリカ

の仮面、神像など（プリミテイブ・ア

ート）に大きい刺激を受けたことは周

知のことである。アフリカにかぎらず、

オセアニア、アメリカ大陸など世界各

地の土着の事物も同様に刺激的で

ある（日本にも“土偶”という例があ

る）。それはこれらの作品の製作動機

が“美”の表現というより、もっと深

い宗教的な動機に基づいており、現

代のわれわれに強烈な衝撃を与える

のだと思う。“美の始源体”と呼ぶ人

もいる。国立民族学博物館のコレク

ションから構成された“イメージの力”

展覧会では世界各地の多数の仮面を

一堂に集めた部屋があり、膨大な数

の仮面群が醸し出す力に圧倒された。

わたしのこの種の絵の始まりは、

“鬼、般若”の類であり、60

歳のころ、パソコンのペインターで描

いてみたら、すらすらとこれらの“おど

ろおどろしき”ものが現れた。幼いこ

ろに鬼や般若の強烈な印象が焼き付

けられたのかもしれない。それからず

っと（なんとはや20年ほど）その変形

みたいな“おどろおどろしき”は描き

続けているが、マンネリの極となり果

2014年という年は、砂防屋さん

にとっては忘れ難い年になるだ

ろう。広島の土砂災害、御嶽山の噴

火災害で多くの人命が失われた。多

くの砂防屋さんは、今現在もこれら

の災害に関わる仕事に忙殺されてい

られるはずである。とうの昔に砂防

屋の世界から隠棲した老人はなすす

べもなく、それゆえに、大昔に携わ

った仕事の数々が走馬灯のごとくよ

みがえるが、それだけのことである。

今はただ、犠牲者の方々のご冥福を

祈り、現役砂防屋さんのご活躍を期

待するばかりではある。

今回も絵のはなしの続きである。

端的にいえば、絵には、自己

は差し置いて、外界（自然や身辺の事

物）を克明に表現しようとする絵と、

外界は無視して、ひたすら自己の意
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達（モネ、ホイッスラー、ゴッホなど）

が彼らの伝統とまったく異なる視点

で描かれた浮世絵に大きい衝撃を受

け、ジャポニスム時代が生じた。た

だし、日本人たるわたしは彼らのジャ

ポニスム的絵画に何の感銘も受けな

いことをお断りしておく。現代のマン

ガ文化が世界的に高い評価を得てい

るのも同様に、それが伝統的西欧文

化にとって新鮮で、刺激的だと云うこ

とか、あるいはもっと大きい意義があ

るのだろうか。

齢80歳に達して、悠々自適、安

穏に暮すべきであろうが、深

淵にして広範囲な教養を身に付けず、

いたずらに齢を重ねただけの者はそう

はいかず、あくせく文化・教養の谷間

をさまようことになる。といって“漢

詩、書”の類、優雅なる“かな文字”

の類をこれから勉強するにはあまりに

素養がなさすぎる。たぶん、面白さ

が判るようになる前に寿命が尽きる

だろう。だけど今後は、博物館の“書”

のコーナーを素通りせず、じっと眺め

るとか、山水画の漢詩の意味を知ろ

うとする努力はしたいと思う。

一方、マンガについては、読め

ばいい（電子書籍に収めれば

嵩張らず、入手に抵抗がない）わけだ

が、実はマンガの扱い方が判らない。

マンガは“見る”のか“眺める”のか

“読む”のだろうか。まだ息子らが小

さかった大昔、彼らが持っていた“火

の鳥”というマンガ本を手にしたとき

の戸惑いを鮮明に覚えている。大変

“綺麗だ”という印象と、連綿と続

く絵の中に、時々文章が点在する本

をどう取り扱うのか戸惑った。たぶん、

“映画を観る”のと同様な感覚で“マ

ンガを観る”べきなのだろうか。これ

から“マンガを観る”ことを始めるべ

きか、80のジジイは悩んでいる。

“漫画ミュージアム”というマンガの

殿堂がある。マンガだけで立派な建

物が建つとは、どういうことかと前か

ら気になっていたが、80のジジイには

入りにくかった。最近、ある口実がで

きてやっと覗けた。ここで世界に冠

たるマンガ文化の神髄と奥深さを実

感し、その蓄積量に驚き、この世界

を知らずにいた自分を残念に思った。

現在、すでに65歳に達しているとい

う“団塊の世代”が大学院生のとき、

彼らがマンガを楽しそうに読んでいる

のを見て、「なんたる子供じみた野郎

ども」、と軽蔑していたわたしは、全

く先見の明がなかったわけである。

独断的偏見的意見を申せば、マ

ンガの画法は平坦で、2次元

的であり、それは江戸時代の浮世

絵画法に通じている（と思う）。伝統

的に2次元の画面に3次元世界を表

現することに苦闘してきた西欧画家

（絵：著者）
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講
演
会
報
告

　平成26年11月11日（火）午後１時30分より、砂防会館別館シェーンバッハサボー
において「平成26年度砂防地すべり技術研究成果報告会」が開催されました。本
報告会は、当センターの公益事業の一環である研究開発助成による研究の成果を
広く一般に公表し、関連事業及び今後の各方面での研究活動に役立てていただく
ことを目的として、毎年実施しているものです。
　本年度の発表は、平成25年度研究開発助成事業により実施された研究６題であ
り、そのいずれもが今後の砂防事業の礎となる貴重な成果であります。国土交通
省水管理・国土保全局砂防部　大野宏之部長より来賓挨拶を賜り、200名を超え
る聴講の方々の質疑応答も活発に行われ、盛況のうちに終了となりました。本報告
会の概要を以下に紹介するものです。

平成26年度

砂防地すべり技術研究
成果報告会 （一財）砂防・地すべり技術センター 企画部

発
表
１

日本とスイスの掃流砂計測手法の比較研究

　山地流域における土砂動態に関して、観測される流砂
量は土砂生産・供給源の規模や季節変動に依存し、流量
の増減のみに依存するわけではないことが知られている。
このため、流域の総合的な土砂管理や土砂・河川災害の
防止・軽減のためには、流砂量の実測が不可欠である。
　これまで、日本ではパイプ式ハイドロフォン（音響セ
ンサー）、スイスやオーストリア、イタリアといったヨ
ーロッパ諸国ではプレート式ジオフォン（振動センサー）
による掃流砂観測手法が個別に開発され活用されてきた。
　本研究では，定性的な比較が行われてきたこれらの観

測手法について、日本の足洗谷とスイスのErlenbachの
２観測地にパイプ式ハイドロフォンとプレート式ジオフ
ォンの両方を設置し、土砂移動イベント時の同時観測を
行うことで、定量的な比較検討を実施した。それに加え、
双方の特徴を取り入れた新たな流砂量観測装置であるプ
レート型ハイドロフォンを開発し、先行の２装置と比較
することで、設置のしやすさ、耐久性や検知可能な土砂
粒径等、各機器の特徴を確認した。
　掃流砂観測の実施にあたっては、様々な観測条件に合
わせて最適な計測機器を選択し、または複数を組み合わ
せることが肝要である。
　なお、定量的な掃流砂量の推定のためにキャリブレー
ションが必要となるが、水理条件、粒度分布、土砂濃度
の垂直・水平分布等の影響を検討し、精密に実施するこ
とが望まれる。

水山 高久
みずやま たかひさ

京都大学大学院
農学研究科 教授

開会挨拶 来賓挨拶
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発
表
２

発
表
３

深層崩壊発生地域における渓流・湧水中の水質に関する一考察

北海道の大規模災害解明のため、地名・市町村災害記録・
アイヌ伝説などからの資料収集及び現地調査

講 演 会 報 告

　深層崩壊が起こる斜面は、強風化し、節理群や不連続面
の交差による楔形の地質構造が地下水を貯留しやすいとい
う共通の特徴がある。つまり、深層崩壊が起こる可能性の
ある斜面からの湧水はシリカ濃度が高い地下水を含んでい
る可能性がある。そのため、深部からまとまって地下水が湧
出している場所があれば、周辺の渓流水と水質を比較する
ことによって、その場所の同定が可能であると考えられる。
　本研究では深層崩壊が発生した十津川水系赤谷川、長
殿川、さぬき市門入支川を対象とし、渓流水や湧水のシリ
カ濃度に着目した水質調査を行い、深層崩壊の危険性を

持つ斜面および流域の抽出方法について検討した。さらに、
深層崩壊発生危険個所の同定の可能性やソフト対策に資す
ることを目的とし、地質構造や降雨がシリカ濃度に与える
影響を検討した。
　調査・解析結果より、渓流水や湧水のシリカ濃度の変化
を測定することで、深層崩壊発生場の予測が可能であるこ
とが示唆された。しかし、崩壊地付近で上昇したシリカ濃度
はすぐに上昇前と同程度に戻る傾向が見られた。そのため、
シリカ濃度の変化点を見つけ深層崩壊の危険性のある個所
を抽出するには、渓流を細かく区切り調査する必要がある。
　今後、地形、地質、降水量等条件の異なる状況で発生
した深層崩壊地やその周辺で調査を行い、シリカ濃度によ
る解析に限らず、その他の斜面水文学的アプローチと比較
することにより、深層崩壊が発生する危険性のある条件の
より正確な解析がされることに期待したい。

　北海道における明治以前の災害記録は、大部分の土地
が明治以降に開拓されたこと、先住民であるアイヌ民族
が文字を持たなかったこと、から極めて乏しいのが実情
である。そこで本研究では大規模な土砂災害の事例を、
市町村史・アイヌ伝承の文献調査や現地調査からひもと
くことにした。
　例えば、洞爺湖町（旧虻田町）の町史によると、町内
には「トコタン」という地名がある。これはアイヌ語で
いう「廃村」という意味で、文政５年の有珠山噴火によ
る火砕流でアイヌ集落が全焼したために名付けられたと
されている。

　また、金田一京助氏や久保寺逸彦氏らのアイヌ伝承の
記録・研究に関する著書等の文献調査をすると、アイヌ
語の「オキムンペ」を山津波（土石流や鉄砲水）と訳して
いる。日高地方静内川には、「川の上流の神々から『２,３
日は誰も川に近づかないようにすること』と告げられた
のち、雨も降らず風も荒れないのに激しい山津波が起こ
り、ものすごい土砂崩れが押し下ってきて、お告げを信
じず川に近づいた人は流されて亡くなった」という伝承
がある。これは、静内川上流域が深層崩壊の発生頻度の
高い地域に含まれており、比較的大規模な土石流（山津
波）及び被害の発生履歴を伝えるものと考えられる。
　発生時期や具体的な場所の特定まではできなくとも、
明治以前の北海道においても火砕流や土石流などの大規
模な土砂災害が発生していたことがわかった。さらに、
伝承を手がかりとして地形や地質等の自然科学的な調査
や災害に関連したアイヌ地名の研究・集落の形成などの
人文科学的な調査を進めることは、北海道の土砂災害履
歴の解明に有効であることもわかった。

松村 和樹
まつむら かずき

京都府立大学大学院
生命環境科学研究科 教授

南 哲行
みなみ のりゆき

北海道大学大学院 農学研究科
特任教授
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発
表
５

誤報効果（いわゆるオオカミ少年効果）を考慮した
災害情報の最適化に関する研究

発
表
４

土砂災害警戒区域と土砂災害警戒情報に
着目した土砂災害リスクの定量的評価

　近年、災害情報の高度化が進み、情報の提供方法や内
容がより多様化してきている。例えば、「土砂災害警戒
情報」や「噴火警戒レベル」など、住民の危機意識を高
める表現を用いた情報提供がなされているが、その情報
の重大性は多くの場合、住民が情報発信者と同様に認識
しているとは言い難く、災害情報と警戒行動が直接的に
結びついていない。実際の被害は警報発令の都度には発
生せず、個人から見れば警報は発令されても被害はほと
んど発生しない。このような意味での的中確率が低い事

象において、「空振り」による負の影響を軽減し、警報
への信頼性を維持させることは、災害情報における重大
な課題である。
　本研究では、人はできごとが起こる確率を自然に学習
し，それに対応した行動を選択する「確率マッチング」
を仮説として、警報が的中する確率や警報音の違いによ
り、確立マッチングのプロセスに違いが出るかを実験的
に検証した。
　実験の結果、一回一回の反応は必ずしも誤報かそうで
ないかには直接は依拠していないにも関わらず、全体と
して設定した的中確率に近づく傾向にあった。これは外
れた警報に対する反応性の低減が、確立マッチングのプ
ロセスによって起こっているという本研究の仮説を裏付
けるものであり、簡単な実験パラダイムでオオカミ少年
効果を再現し、信頼度の低下を実証的に再現した。

伊藤 英之
いとう ひでゆき

岩手県立大学 総合政策学部
教授

　土砂災害警戒情報は、的中率の低さや住民の避難行動
へ必ずしも結びついていないことが課題とされているもの
の、地域の土砂災害危険性や警報の発表の有無と土砂災
害による人的・物的被害の発生の関係を定量的に試算する
取り組みはほとんどされていない。
　本研究では、青森県、山梨県、長野県、宮崎県、鹿児
島県、沖縄県の6県を対象として、環境リスクの算定手法
を援用し土砂災害警戒区域と土砂災害警戒情報に着目し
た土砂災害リスクの定量的評価の定式化・算定を行った。

土砂災害リスクは、県ごとの土砂災害の発生を、空間（土砂
災害警戒区域内かどうか）と時間（土砂災害警戒情報が発
表されているかどうか）から成るマトリクスの各確率により
算定し、さらに、この値の大小を認識しやすい交通事故で
の事例と比較することにより評価した。
　結果、土砂災害の発生リスクは、土砂災害警戒区域の内
外よりも、土砂災害警戒情報の発表有無が大きく影響して
いること、交通事故発生件数よりも一桁以上高い発生確率
であることが確認された。
　本研究では土砂災害の定量的なリスク算定に主眼を置い
たため、本研究により定量化された土砂災害リスクを、住
民啓発にどのように活用するのかについては、今後の課題
としたい。住民自らが居住している地域の災害リスクの理
解促進を図るとともに、長期的な人口減少を踏まえて、中
長期的には災害リスクの高い地域にできるだけ人を住まわ
せないよう誘導する社会制度の整備が不可欠である。

秦 康範
はた やすのり

山梨大学 医学工学総合研究部
准教授
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講 演 会 報 告

発
表
６

伊豆大島土砂災害の土砂移動特性

　2013年（平成25年）台風26号に伴い、伊豆大島では24
時間雨量が824mmに達する豪雨によって10月16日未明
に東京都大島町に位置する大金沢をはじめとする流域で
大規模な崩壊・土石流が発生し、甚大な土砂災害が発生
した。
　大金沢は三原山の噴火によって形成された西側山麓斜
面を流下する渓流であり、台風26号に伴う豪雨に起因し
て大金沢上流部の斜面における火山灰堆積層が広範囲に
わたって崩壊した。崩壊土砂は多量の水と立木とともに
下流へ移動し、最終的には土石流・流木となって渓岸・

渓床を侵食しながら流下し、大島町神達地区・元町地区
等を襲い、海に達した。土石流には多量の流木が含まれ
ていたために、家屋被害の増大や、流木が暗渠や橋梁を
閉塞させたことによる氾濫被害の拡大が顕著であった。
　今回の土砂災害の特徴としては、数百年超過確率規模
の降雨量によって広範囲にわたって表層崩壊が発生する
とともに、崩壊土砂が多量の水と立木とともに下流に移
動して土石流・流木となって流下し、開析・下刻が進ん
でいない緩い地形であったために土石流の流下範囲が拡
大したことがあげられる。さらに、土石流中に含まれる
土砂（火山灰等）の粒径が細かかったために勾配変化点
などで急激な堆積は顕著でなく下流域まで多量の土砂が
達したこと、土石流によって立木が流木化して土石流の
流下エネルギーが増加したこと、流木が橋梁などを閉塞
して氾濫範囲が拡大したことなどがあげられる。

池田 暁彦
いけだ あきひこ

（一財）砂防・地すべり技術センター
砂防技術研究所 室長

平成２7年度　砂防・地すべり技術センター
研究開発助成募集の御案内

　当センターでは、公益事業の一環として研究開発助成事業を実施しております。この事業は、砂防ならびに地す
べり及びがけ崩れ対策技術の向上を図るため、これらに関する技術開発及び調査研究を対象として、特に問題意識
が鮮明で達成目標が具体的であるテーマで、かつ優れた人材を具

そな
え充分な遂行能力を有する大学、高等専門学校等

の研究者に対して助成を行うものです。
　上記を踏まえ、平成27年度の研究開発助成の対象となる調査研究を下記の要領で募集いたします。応募方法及
び様式等については、当センターHP（http://www.stc.or.jp/）からご覧下さい。

記

１．	助成金額：一件につき、300万円以内
２．	助成対象の決定等：平成27年５月中に決定し、応募者宛に書面で通知
３．	報告義務：研究実施期間終了後一ヶ月以内に、成果の概要書（A4版20頁程度	日本語）を
	 当センター宛に提出
４．	研究成果の帰属	：助成対象者
５．	募集受付け期間	：平成27年４月１日～30日
６．	問い合わせ先	 ：（一財）砂防・地すべり技術センター	企画部　仲野
	 〒102-0074　東京都千代田区九段南４丁目８番21号　山脇ビル
	 TEL	03-5276-3271　	URL:http://www.stc.or.jp/
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鋼製砂防構造物に
ついて⑥
──鋼製砂防構造物の変遷

嶋 丈示
しま じょうじ

（一財）砂防・地すべり技術センター
砂防技術研究所 技術開発研究室長

技術ノート ● ● ●

連会社の日鐵建材に移管しました。日鐵建材と住友金属
建材は親会社の合併により日鐵住金建材となり、２つあ
った枠ダムが自在枠に統一されました。透過型もCF型は
新たに設計しなくなりB型スリットのみとなりました。そ
の後T型が開発されています。川鉄建材と日本鋼管ライ
トスチールも親会社の合併によりJFE建材となり、ここも
２つあった枠ダムは続枠に統一されています。透過型は
L型とI型を統合して新たにJスリットが開発されました。
この製品の流れはメーカーの人でも、全容がわからない
ようになってきましたので、整理の意味で図にしてみまし
た。

２．一品受注と二次製品
　図には当時の８社を載せていますが、会社のスタンス
は異なります。新日本製鐵、神戸製鋼所、住友金属工
業は高炉メーカーであり、主たる業務は素材（鉄鋼）を生
産し、加工業者（自動車、家電など）に供給しています。
砂防事業のなかで、不透過型の重力式コンクリートの堰
堤しかない時代に、透過型堰堤のように鋼材の特徴を活
かした構造物を普及させることは、鋼材の使用量を増や
すことになります。このため、開発当初から一品受注を
基本とし、普及にともない標準化やシステム化がなされ、
安定した事業となっていきます。
　ここで、メーカーにとって事業の安定化に不可欠なも
のが、標準化とシステム化です。標準化ですが，インプ

１．はじめに
　鋼製砂防構造物は、鋼製メーカーが開発しているので、
会社の方針が構造物の設計思想に反映されることになり
ます。そこで、今回は現在使われている鋼製透過型砂防
堰堤を鋼製メーカーの特色を絡めながら述べてみたいと
思います。またここで述べる内容は、これをもって採用
の根拠となるものではないことを強調しておきます。
　図-1は、鋼製砂防構造物の開発に携わった当時の会
社（左側）と現在（右側）の会社を示したものです。当時
は８社ありましたが、現在は４社です。会社から伸びて
いる線が一つになっているのは、会社の合併や、砂防
事業から撤退したことで、製品が統廃合されたものと考
えてください。線の上に透過型堰堤、下に不透過型堰堤
を記載しています。例えば、一番上にある新日本製鐵の
A型スリットは昭和40年代に開発された透過型で最も古
いものですが、会社が砂防事業から撤退したため、関

（−）（−）（−）

新 日 本 製 鐵
A型スリット→（流木）

B型スリット→

C型スリット（流木）鋼板セル

格子型 h型スリット（流木）

△型スリット（流木）→ 横ビームHBO CBBO・HBBO＋→

2000C→ ブルメタル→

I型スリット

D型スリット（流木）　 L型スリット

Jスリット→

JSウォール→

CF型スリット

自在枠→ ダブルウォール

ダブルウォール

箱枠

組枠

続枠→

鋼矢板セル→ ダブルウォール→ INSEM-DW→

スーパーダブルウォール

日鐵建材工業

住友金属工業 日鐵住金建材

JFE建材

共 生 機 構

T型スリット→

INSEM-SB→

住友金属建材

日本鋼管ライトスチール

川鉄建材工業

共 生 機 構

神 戸 製 鋼 所 神 戸 製 鋼 所

図-1 鋼製メーカーと鋼製砂防構造物
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す。写真-2はコンクリート充填鋼管に鉄球を破壊するまで
当てたものです。鋼管を曲げるとひしゃげながらも、どこ
までも曲がるのですが、コンクリートを充填すると、引っ
ぱり側の鋼管は破断します。コンクリートも扇状に粉砕し
ます。このように変形に対する粘りはないのですが、剛
性は高くなります。コンクリートを充填して頑健にするの
か、へこみ変形によるエネルギー吸収にするのかは、構
造物の特質や現地の条件により選ぶことになります。今
は、鋼管の凹み変形による吸収エネルギーという考えが、
鋼製構造の長所を活かす方法なのでこちらが主流です。
　A型スリットは、土石流の流向に対してアルファベット
のAの形状になっていますが、実際には土石流がその方
向に作用するかどうかわかりません。むしろ偏心すると考
えた方が良いでしょう。偏心荷重に対してA型は横倒れし
やすい構造ですが、配置の自由度が高いことからよく使
われていました。後にこの欠点を改良したB型スリットに
土石流対応は譲ることになり、現在では流木捕捉工とし
て使われることが多いようです。

ットデータ（設計条件）に対応してアウトプット（製品）が
作られるわけですが、まともに対応するとアウトプットの
バリエーションが多すぎて製造に手間と時間がかかりま
す。そこで、統一できるところは統一することで外見は違
って見えても部品の大半は同じもので対応するよう工夫し
ます。JIS規格などがそれに当たります。つまり、条件が
異なる設計を、いかに統一した形状に落とし込んでいけ
るか、ということです。システム化は、標準化した製品
の情報を効率良く処理するための仕組みを作り上げるこ
とです。これはメーカーだけではなくても、業務の効率
化としてやらなければならないことです。
　話を戻します。日鐵建材工業、川鉄建材工業、住友
金属建材、日本鋼管ライトスチールは建材メーカーで、
高炉メーカーから供給される鋼板、鋼管や形鋼などを加
工し、二次製品として販売します。このため、標準化に
は長けており大量生産によりコストダウンを図ります。ま
た、この大量生産を捌かすための流通網を全国に持っ
ています。
　共生機構は、鋼材を高炉メーカーから購入、製造はフ
ァブリケーターに委託といった方法をとります。そのため、
製品ラインへの投資の必要がなく、アイデアをまず製品
化し、状況によって仕様や形状を変化させることができ
ます。
　上記の会社は、統廃合され、日鐵住金建材（新日本
製鐵、日鐵建材工業、住友金属工業、住友金属建材）、
JFE建材（川鉄建材工業、日本鋼管ライトスチール）、神
戸製鋼所、共生機構の４社になりまたした。このように
同じ鋼製砂防構造物を開発しても会社の成立ちや方針の
違いが、製品の設計思想にも反映されています。それで
は、次項に鋼製砂防構造物の考え方を織り交ぜながら
各製品の特徴を述べたいと思います。

３．鋼製透過型堰堤の特徴
⑴ A型スリット 写真-1

　A型スリットは、土石流のことがよくわかっていない時
代に開発されました。まだ鋼管の凹み変形で土石流の衝
撃力を吸収するという考えはなく、土石流に耐えるように
強度をというか抵抗力を上げる目的で鋼管にコンクリー
トを詰め、とにかく頑健にしました。この方法は、背の
低いタイプには使えますが、背が高くなると高所の狭い
ところにコンクリートを充填するのは施工が大変になりま

写真-2 コンクリート充填鋼管

写真-1 A型スリット
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そういった面でもB型スリットは温度応力に対して問題な
い構造です。
　もう一つの特許は、柱から腕を出した形状です写真-4。
これは先に説明した特許と組み合わせると、さらに配置
の自由度が増します。例えば、通常部材間隔の関係から
３基配置する場合でも、腕を伸ばすことで２基にできる
可能性があり、コスト面で有利になります。また、両岸
が露岩していて袖コンクリートを打設する必要がない場
合にも、腕を伸ばせば対応できるでしょう。つまり、B型
スリットは地形の変化に富んだところにも順応できるであ
ろう構造物といえます。

⑵ B型スリット

　A型スリットの欠点を解消するにはA型スリットを並べ
て連結してやればよいわけです。これがB型の原型です
写真-3。B型スリットは２つの重要な特許を保持していま
す。一つは、柱を連結して脚立のようなユニットを河川横
断的方向に並べるというものです。ユニット間は連結し
ていないので、施工精度の面で有利です。鋼管部材を
連結すると構造的に頑健にはなるのですが、その分、製
作精度が要求されます。製作自体は工場で行われるので、
品質管理の優れた工場で加工すれば問題はありません
し、そこがメーカーの腕の見せ所でもあります。つまり、
ユニットが独立していることのメリットは製作精度ではな
く、施工精度の緩和です。工場はそれなりの設備と熟練
工によりますが、現地架設は地元の施工業者が行うため、
鋼製構造物の施工が初めての業者も多いでしょう。この
ため、施工精度は楽にこしたことはありません。鋼製の
精度がmm単位であるのに対して、コンクリートの精度は
cm単位です。現地施工では、まずコンクリートが先行し
て施工され、その上に鋼製構造物を設置していくことを
考えれば、この特許は現地施工において抜群に力を発
揮するものです。背の低いユニットなら地組して、クレー
ンで底版コンクリートの上に置いていくだけです。ただし、
出来型の許容値があるので、あまり外れたことはできま
せんが。この特徴は、無人化施工に有利であることは言
うまでもないでしょう。他に有利な点として、温度応力に
よる形状への制約がないことです。温度応力による形状
の制約とは、鋼製の設計をした人でないとわからないと
思いますので、簡単に説明します。図-2のような形状で
は、温度応力によってアウトになる部材は両端の柱根元
です。これは鋼管が温度によって一様に伸びるので、相
対的に最も大きく変形する箇所に応力が発生するからで
す。通常、鋼製砂防堰堤程度の規模なら問題になること
はないのですが、擁壁や柵などの延長の長い構造では、
これが馬鹿になりません。このため、延長の長い構造物
は、施工精度の面で厳しいので分割するのですが、温
度応力でも分割することがあります。鋼製砂防構造物は、
土石流や堆砂圧に抵抗するために部材諸元や形状を決
めたいところです。これがもし、温度応力で決まるとい
うことは、目的とする対象によって決まらずに、自らの理
由によって決まるということになります。言い換えると相
手の要求ではなく、自分の都合で決まると言うことです。

写真-3 B型スリット（旧）

写真-4 B型スリット（新）

図-2 温度応力
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⑶ 格子形 写真-5

　しかし、B型スリットも背が高くなると上流側の柱根元
に応力が集中します。また、底版コンクリートをレベルで
施工するので、急勾配では下流の落差が大きくなります。
このような場合には、柱を増やしてバランスよく部材を配
置してやれば背が高くても極端な鋼管径や板厚になるこ
とはありません。これが格子形です。A型の次に古いの
ですが、立体格子状に部材を配置しているので、A型の
ような土石流に対する方向性についても問題ありません。
このため、どのように土石流が作用し、どのように礫が
捕捉されるかわからなかった時代から、構造系として破
壊されることなく、土石流捕捉機能を発揮してきました。
実際に、部材が損傷または喪失した事例もあったのです
が、他の部材が構造系をカバーしていました。

⑷ 格子形-2000c 写真-6

　その後、捕捉事例や損傷事例をもとに改良したのが
格子形-2000cです。部材数を減らし、鋼管外径、板厚
も小さくしています。ただし、柱を鉛直に建てている点
は格子形を継承しています。柱を鉛直に建てるメリット
は施工性です。柱を斜めにすると自立できないため、固

定する治具などが必要になります。柱を鉛直に建てると、
自立できるので（アンカーボルトで固定はします）、施工
性が向上します。このことは施工精度にも影響します。
格子形-2000cは段階施工も可能ですが、これを可能にし
ている理由の一つは柱を鉛直に建てていることです。そ
して、段階施工が可能な最も大きな理由は、工場での製
作精度の高さです。このことはB型スリットの項でも説明
したとおり、現地と工場では精度が異なります。B型スリ
ットのように施工精度を回避するのも手ですが、2000cの
ように、徹底して製作精度を上げようというのも一つの方
法です。段階施工ができるということは、それだけ工場
での精度が要求されるわけですから、この方法は誰でも
できるわけではなく、CADデータをもとにした数値制御
による加工、ロボット溶接による自動化、仮組シミュレ
ーション、歪み補正など品質管理のノウハウが成せる技と
いえるでしょう。
　2000cは堤高に制限は設けていませんが、ハイダムの
ように堤高が高くなると格子形（旧タイプ）のほうが部材
数も多く、安心感もあるのではないでしょうか。

⑸ I型スリット 写真-7

　I型スリットは格子形に対して、より合理的な設計をし
ようと考えたもので、土石流の衝撃力を鋼管の凹みで吸
収するが、この吸収する部材を構造部材とは別に配置し
たものです。ちょうど自動車のバンパーのようなものをイ
メージすればいいでしょう。この吸収部材で土石流の衝
撃力を凹み変形で受け、その支点反力を構造部材に与
えます。考え方は合理的ですが、土石流が吸収部材の
みに当たることを前提にしているので、土石流の方向が
限定されるという制約があります。ただ、土石流を捕捉

写真-5 格子形

写真-6 2000c 写真-7 I型スリット
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つまり、L型のように底版コンクリートを無くしたとか、I
型のようにバンパーとして大変形で土石流の衝撃力を受
け止めるといった両者の個性的なところを排除しました。
形状も土石流を受ける上流部材を下流部材で支える構
造であり、シンプルなものです。このため、特に個性が
ないかわりに欠点もないため、使いやすいといったとこ
ろが特徴でしょうか。

⑻ CBBO 写真-10

　CBBOは鋼殻の中にコンクリートを打設し、剛性を高
めたバットレスを構築します。これを構造部材とし、この
上流に機能部材として鋼管を縦横に取り付けます。構造
部材と機能部材をはっきり分けて、構造部材の前面を覆
う機能部材によって、土石流の衝撃力を鋼管の凹みで吸
収するというのは、Ⅰ型スリットと同じ考え方です。この
構造部材と機能部材との接合にはボルトレスの継手嵌合
を用いて、機能部材の着脱・交換を容易にしています。
一方バットレス部はコンクリートと鋼材から成っているの
で、その分現地施工の手間が増えます。
　これまでの鋼製砂防堰堤との一番の違いは、工場で

するような構造物ですから、バンパーがやたらとゴツく
て、本体が華奢では心もとないと感じます。ここは、本
体と付属品とがバランスすることが安心感にも繋がりま
すから、ただ合理的であればよいというものではないで
しょう。それと鋼管同士は鋼殻にコンクリートを打設して
連結するので、コンクリート充塡鋼管と同様に内部のコン
クリートが割れたときには剛な連結でなくなりますから、
大変形に対しての信頼性は低くなります。
⑹ L型スリット 写真-8

　L型スリットの最も大きな特徴は、底版コンクリートが
ないことです。鋼製透過型砂防堰堤といえども、安定計
算は重力式と同じように堰堤の重さで安定性を確保しま
す。その役目が底版コンクリートなのですが、それを無く
したのですから画期的です。その方法は、上部工である
鋼製部分の下、つまり、地盤に受圧板という土圧を受け
とめる板を取り付けます。この構造物に土石流が作用す
ると構造物は滑動しますが、このとき受圧版が滑動に抵
抗します。この抵抗力は受圧板に受働土圧として作用す
るので、滑動に対して十分大きい値となります。この構
造で問題となるのは、土石流が構造物に捕捉され乗載
荷重として作用しないと受働土圧が発揮されないことと、
満砂したとき落下水により底版下流が掘れると受働土圧
が期待できないことです。それに、せっかくコンクリート
を使わないのだから、袖部もコンクリートレスにしたいと
ころです。今なら砂防ソイルセメント工法を使った袖部が
可能です。

⑺ Jスリット 写真-9

　Jスリットは、川鉄建材（L型）と日本鋼管ライトスチール
（I型）の合併により、新たな透過型として開発されたも
のです。このタイプの特徴は、特徴の無いのが特徴です。

写真-9 Ｊスリット

写真-10 CBBO

写真-8 L型スリット
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アクションが崩れやすくなります。このため、横材は縦材
ほど広く部材間隔を広げることができません。とくに土
石流の堆積区間のように掃流状で流下する可能性がある
区間では、礫の１倍であっても通過する可能性の方が高
くなります。このように縦材と横材では礫捕捉性能が異
なるので、設置箇所に配慮した使い分けも必要でしょう。

⑽ T型スリット 写真-11

　このタイプの最も大きな特徴は、非越流部のコンクリー
トに反力をとることです。他の鋼製砂防堰堤は底版コン
クリートに反力をとっているので、重力式としてわかりや
すい構造ですが、背が高く、かつ水通し幅が狭いところ
では安心感に欠けます。T型はこのようなところにこそ、
合理的な配置ができます。つまり、V字谷のような狭窄
部では山側に反力をとるので、ハイダムにも有効でしょう。
現状では15m未満を適用範囲としています。また、下流
に支えがないので、満砂後の落下礫により部材が損傷す
ることもありません。ただし、底版コンクリートに直撃す
るので、この対応は必要です。T型は、このように長所
も多いのですが、長所と短所は裏腹な関係にあります。
考え方は合理的なのですが、代わりに施工が面倒になり
ます。T型は非越流部のコンクリートで支えられているの
でcm単位で施工しているところに、mm単位で管理する
鋼製部を取り付ける必要があります。このため、施工手
順など工夫が必要になります。

４．おわりに
　上記で解説した鋼製砂防構造物の特徴は、メーカー
の開発目標が設計思想に繋がっています。このため土石
流の捕捉や損傷を経て，製品の改良や統廃合が進めば，
将来的に土砂捕捉性能ごとの製品となることでしょう。

の加工度を下げていることです。これによりトン当たりの
製作単価が相当下がります。工場製作は品質管理項目
が明確な分、それに掛かるコストもクリアなため、製作
コストに相当の差がつきます。
　共生機構の製品の多くは無塗装を採用しています。通
常、鋼製構造物は塗装を施します。なぜなら、鋼製構
造物は錆対策が耐久性に最も影響するからです。ですか
ら無塗装の場合なら耐候性鋼材を使います。耐候性鋼
材も錆びますが、一般構造用鋼材と比べて錆が緻密で
す。安定錆と言います。また、塗装なら剥がれれば、そ
こから錆が進行しますが、耐候性鋼材の安定錆は剥が
れても、そこに安定錆が発生し再び皮膜となります。た
だし、共生機構が無塗装としているのは、鋼材には腐食
しろを設けているので、耐用年数はこれでカバーできる
という考えです。そういう意味では鋼製砂防構造物には
必ずしも塗装は必要ではないのですが、塗装すればそれ
だけ耐用年数が伸びるのは確かです。また、その有効
性については次の理由が大きいと思うのですが、土石流
など、何らかの外力を受けたとき塗装が傷みます。この
傷みによって土石流が出たのか、どの程度の規模だった
のかなど、目視によってわかります。つまり、この傷みは
素人目にもわかることから日常点検が容易になります。い
ちいち専門家や検査機材を用いなくても健全度がわかり
ます。このように初期コストを抑えるか、管理点検を含
むライフサイクルコストで見るかによって、設計思想は異
なります。どちらに軸足を置くかは現地の状況と開発コ
ンセプトによると思います。

⑼ HBBO+

　このタイプはCBBOを改良したもので、さらなるコスト
ダウンを図ったもので、CBBOの機能部材である縦材を
なくしたものです。縦材をなくした分だけ土石流の捕捉
効率が下がりますから、これを回避するために残った横
材の部材間隔を狭くして、縦横部材と同等の捕捉性能ま
で横部材間隔を狭くしています。
　縦材と横材の礫捕捉機能の違いは、アーチアクション
の出来やすさです。縦材は礫同士がかみ合いアーチアク
ションが発揮されやすいので、礫径の２倍程度まで部
材間隔を広げることができます。これに対して横材は土
石流が作用しているときはアーチアクションが発揮されて
も、ピークを過ぎると礫が重力によって下がるためアーチ

写真-11 T型スリット
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砂防ソイルセメント設計・施工便覧　Ｑ＆Ａ

　構造物が高くなる場合は、施工時の動荷重（締固め時の振動
荷重など）に対しても安全性を確認する必要があります。

　INSEM，ISMの最大築造可能高はどれくらいでしょ
うか？またハイダムなど構造物の高さが高くなる場合の
留意点はありますか？

回答 1
質問 1　計画（INSEM，ISM）

　INSEM工法において雨天等で含水比が大きくなっ
た場合はどのように対処したらよいでしょうか？ 回答 8

　INSEM工法においては、含水比の管理が重要となります。雨
天施工時にも母材の含水比が大きく変化しないように、シートで覆
うなどの母材の保管方法を検討します。母材の含水比が所定の
値より高い場合は、一般的には乾燥させて含水比を所定値まで下
げてから使用します。

質問 8　施工（INSEM）

　ISM工法も低強度（目標強度レベルⅠ,Ⅱ）での使用
は可能でしょうか？

回答 2 　目標強度0.5N/㎟～3.0N/㎟での施工実績があります。

質問 2　計画（ISM）

　凍結融解に対する対策を外部保護材以外でどのよう
にすればよいか教えてください。

回答 3
　凍結融解を受ける表面部分に凍結深以上の厚さの余盛分を
設け、設計上必要な構造物断面部分は凍結融解が起らないよ
うにする必要があります。

質問 3　設計（INSEM，ISM）

　構造計算上の内部圧縮応力が小さい場合は、目標
強度レベルを下げて目標強度を設定することは可能で
しょうか？

回答 4
　目標強度レベルは内部圧縮応力だけでなく外力（土石流衝撃
力、摩耗作用等）の影響も考慮し、使用部位の要求性能に合っ
た品質（耐摩耗性、耐凍結融解性、剛性、耐衝撃性、重量など）
を確保するために設定されています。

質問 4　設計（INSEM，ISM）

　標準的な単位セメント量で目標強度が得られない場
合には、どの程度まで単位セメント量を増やすことが
可能でしょうか？ 回答 5

　強度が得られにくい土砂を活用する場合には、単位セメント
量を増やす方法のみではなく、砕石等を混合して粒度分布を調
整したり、セメント系固化材を使用するなどの方法を含めて、
対応対策を検討する必要があります。またどうしても単位セメン
ト量が課題になり経済性が悪くなる場合は、砂防ソイルセメン
ト工法の適用性を再検討すべきと考えます。
　また、どの程度単位セメント量を増やせるかについては、コ
ンクリート工法とのコスト比較により決まります。

質問 5　設計（INSEM，ISM）

　INSEM工法の場合、強度を確認する際、練混ぜ試
験を行いますが、その際の水量を決めることが難しく、
決定するまでに時間がかかっている状況です。事例に
よる結果を収集していただき、概算数値を出すことは
できないでしょうか？

回答 6
　配合設計における水量は、配合試験によって決まります。具
体的には、試験的に土砂の最適含水比（Wopt）を中心に３点～
５点の試験含水比を決め、便覧P.15図-1.9のような図を求め、
水量（含水比）を決めます。

質問 6　設計（INSEM）

　外部保護材について、砂防ソイルセメント活用ガイ
ドラインではｔ＝100，50cmが規定されているが、こ
の規定は現存しているのでしょうか？また、土石流衝
撃の計算方法（袖部の検討）はメーカーに依存した計
算方法でよいのでしょうか？

回答 7

　砂防ソイルセメント活用ガイドラインには、現場打ちコンクリ
ートを外部保護材として用いる場合について、参考値として示
されています。
　また土石流衝撃の計算方法は、各堰堤工法の設計マニュア
ルに従います。

質問 7　設計（INSEM，ISM）

　平成23年10月当センターより発行されました「砂防ソイルセメント設計・施工便覧　平成23年度版」は、計画・設計・施工を網羅した内容で、
好評を頂いております。ここでは、便覧の内容をフォローアップするために、当センターHPに寄せられた便覧の内容に関する質問とその回答を
公開いたします。今後の砂防ソイルセメント活用に際して参考としてください。なお回答につきましては、現在までの施工事例や研究実績を基
に作成しています。今後も事例の分析や調査研究活動を進め、質問と回答の追加や回答内容の更新を行っていく予定です。
　また便覧に関する内容以外で、砂防ソイルセメント工法の計画・設計・施工に関する技術的質問については、当センターの技術指導にて受
け付けております。
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　砂防ソイルセメント工法の施工において複数年施工
となる場合、年度を跨いで施工期間が空いてしまう時
の施工面の処理はどうすればよいでしょうか？

回答 9
　出水時等における摩耗･洗掘や、凍害の影響による損傷を避
けるため、シートや土砂で覆うなどの表面保護を検討します。
また施工再開時には、通常の打継目処理（清掃・散水・セメン
ト散布・モルタル敷、など）を行います。

質問 9　施工（INSEM，ISM）

　敷均しについて、１層30㎝で締固めを行うにあたり、
15㎝×２層で敷均しを行っている。敷均し、締固めと
も１層30㎝で実施して問題ないでしょうか？
　また便覧P.89では小型振動ローラでの締固め層圧を
30㎝以下とされているが、１～３ｔ級の振動ローラでは
層圧30㎝の締固めは困難ではないでしょうか？

回答 10

　試験施工により締固め密度や強度に問題ないことが確認で
きれば、１層30㎝で敷均しを実施しても問題はありません。ま
た便覧P.89の表-4.5は、過去の実績を参考として示しているも
のです。施工現場の状況や土砂の特性により、使用可能な重
機や締固め特性は変化しますので、試験施工にて所定の締固
めが可能であることを確認してください。

質問 10　施工（INSEM）

　打継目処理について、過去に締固め１層ごとにモル
タルを使用して施工した実績があるが、今後は便覧に
記載されているとおり水のみでよいでしょうか？

回答 11
　表面が乾燥していない場合は、外部保護材を用いた工法が
普及してきたこともあり、清掃・散水のみの処理でも構造物とし
ての機能に支障はないと考えます。

質問 11　施工（INSEM）

　便覧P.55の図-3.9によれば7日と28日強度は高い
相関があるので、現場施工の省力化を考えると7日強
度管理とならないでしょうか？
　また上記に関連し、便覧P.53の表-3.7には（91）日
強度が示されていますので、フライアッシュ等の強度
発現が遅い固化材を使用してもよいでしょうか？

回答 12
　試験施工時に7日と28日の相関関係が得られれば、７日強度
での管理も可能です。また混合するセメントの種類は、一般的
には高炉セメント（B種）が用いられますが、フライアッシュセメ
ントやセメント系固化材等の使用実績もあります。

質問 12　施工（INSEM，ISM）

　圧縮試験用の供試体（φ150）製作においては、
Gmaxを50㎜以下に下げて製作するが、この供試体
で実際のINSEM（Gmax80～150㎜）の強度管理を
行ってもよいのでしょうか？
　また、施工現場ごとに締固め機械の大きさや種類
が異なり、締固めのエネルギーが変わってきますが、
品質管理用の供試体作成方法は全て同じでよいのでし
ょうか？

回答 13

　試験施工によって、標準的に製作された供試体強度と、実
際に使用する機械（施工方法）と使用する材料で施工された砂
防ソイルセメントの現場コア強度との関係が確認されますので、
標準的に作成された供試体を用いて品質管理を行うことに問題
はありません。（品質管理用の供試体作成方法は、試験施工時
の供試体作成方法と同じでなければなりません。）

質問 13　施工（INSEM）

　ソイルセメント施工時の密度管理に関してですが、
配合設計時の標準供試体で強度を確認しているので、
最低でも標準供試体以上の密度が現場管理では必要
ではないかと考えます。さらには、それを下回るようで
あれば現場密度にあわせた密度でテストピースを作成
し品質管理する必要性が考えられます。
　コアで施工現場の強度を確認できていれば安全かと
考えられますが、現場によっては試験施工を持てないよ
うな小規模現場もあり、設計上の考えと品質管理上の
考えを明確に分けて記載していただければと思います。

回答 14

　まず、密度管理に関して、設計時の単位体積重量（単位容積
質量）は、施工時の材料のバラツキも考慮し、一般に設計時
の配合試験における標準供試体の単位体積重量（単位容積質
量）の90％程度（INSEM）～95％（ISM）で決められています。
よって現場での品質管理では、標準供試体の単位体積重量（単
位容積質量）以上ではなく、設計値以上を確保すればよいこと
になります。
　具体的には①施工時の配合試験において、標準供試体の単
位体積重量（単位容積質量）が設計値を超えることを確認し、
②施工時に単位体積重量（単位容積質量）が確実に設計値を
超えるよう密度管理幅を決めます。

質問 14　施工（INSEM，ISM）

　砂防ソイルセメント工法を用いた施設の維持管理、
経年調査について留意点はありますか？

回答 15
　一般的に砂防ソイルセメントはコンクリートに比べると耐摩耗
性や耐凍結融解性が劣り耐久性が低いため、調査頻度を増や
したり、イベント（土石流、洪水等）発生後の調査を特に重点
的に行う、などの工夫が必要です。

質問 15　施工（INSEM，ISM）
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広島安佐南区の
土砂災害と地名

寄稿

楠原 佑介
くすはら ゆうすけ

地名研究家・「地名情報資料室110番」主宰

1941年岡山県生まれ
京都大学文学部史学科（地理学）卒業
出版社勤務を経て著述・評論活動に入る
主な著書： 「こんな市名はもういらない!」
 「この駅名に問題あり」など

災害と地名①

地方は冬季の雪、春・秋の季節には前線の影響、とく
に日本海に入り込んだ湿舌によって集中豪雨に見舞わ
れる。冠山山地は中国地方では比較的降水量が多く、
日本海に台風や強い低気圧があると湿った南西の風が
豊後水道から伊予灘─広島湾を経て広島市街周辺、そ
して冠山山地に吹き込み、時に集中豪雨をもたらす。
　太田川は冠山山地を激しく曲流蛇行し、瀬戸内海に
注ぐ河口部に大三角州を形成する。それは、この地の
気象と地質・土壌・気象がもたらした必然にほかなら
ない。広島市から東に250km離れた瀬戸内海東部の神
戸市の場合も条件はよく似ており、紀伊水道─大阪湾
を吹き抜けた湿風が六甲山系にぶつかって上昇気流と
なり、しばしば風水害・土石流を引き起こす。
　六甲山系の場合、最高点の標高は931mで、広島市
の阿武山より一段と高いが、太田川のような大河川は
貫流せず、流路はわずか数km程度の小河川だけであ
る。その分、被害の程度は小さくなるが、危険なこと
に変わりはない。
　

危ない山、危ない川

　この広島市安佐南区の土砂災害と地名との関連を述
べるなら、まずその南東斜面で無数の土石流が発生し
た阿武山の名を挙げなくてはならない。阿武山のアブ
とは、そのものズバリ「危ない山」のことである。
　阿武山は南東斜面が急で、北西斜面がなだらかな傾
動地塊をなしている。活断層研究会編『新編　日本の
活断層』P322には広島市街西方に己

こ

斐
い

断層（次ページ
上図の14）が南西─北東方向に約８㎞延び、その先は
10㎞ほど空白で、その先は太田川支流の三

み

篠
ささ

川右岸沿
いに上

かみ

根
ね

断層（次ページ上図の４）が三
み

次
よし

盆地方向に
さらに16㎞ほど延びる図-1。
　実はこの二つの断層は一続きのもので、今回の土砂
災害の被災地になった新興住宅地が先に開発されてい
たので、掘削などによる断層調査が後手に回った部分
ではないのか。過去に地震が起きていたなら、よりま
して地盤が脆くなっていたとも考えられる。
　同じ「阿武山」と表記してアブヤマと読む山（標高
281m）が大阪府栃木市と高槻市の境にあるが、こち
らは六甲山腹に刻まれた有馬─高槻構造線に含まれる
馬場断層線（次ページ下図の41）が走っているから過
去に崩壊したことがあったのかもしれない図-2。
　また山口県北東部の阿武山地は十

とくさ

種ヶ峰（標高

瀬戸内海沿岸は気候穏和という思い込み

　平成26年８月20日未明、広島市安佐北区と同南区の
区境に聳える阿

あ

武
ぶ

山
さん

（阿生山とも）一帯に集中豪雨が
降り、山腹の数十カ所で発生した土石流が山麓の新興
住宅地を襲った。阿武山は西中国山地の主要部を占め
る 冠
かんむり

山
やま

山地の東端の前山（標高586.4m）で、山頂部
は泥岩・粘板岩などの古生層が覆うが、その基盤は花
崗岩で、中腹以下は脆い風化花崗岩地帯である。
　この豪雨・土砂災害については、まず現地住民から
実際に土石流が発生しているという通報があってから
１時間以上経って避難警報が出されたこと、また広島
県内に約３万カ所あるという土砂災害危険個所（これ
は47都道府県で最多）のうち、県が土砂災害警戒区域
に指定していたのは約３分の１に過ぎなかったことな
どが指摘されている。
　だが私は、この種の災害の根本原因は、戦後、いや
明治以降一貫してそれぞれの土地条件（地形・地質・
土壌・気象）に応じた土地利用計画や都市開発計画が
樹てられなかったことにある、と思う。広島市は神戸
市や長崎市とともに急峻な山の中腹まで宅地化したた
めに風水害・土石流災害が頻発する危険性を抱えた都
市の代表格である。
　中国地方は日本列島でも寡雨地帯に属するが、山陰
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989m）を中心とする溶岩台地で、脆
い玄武岩質土壌は崩れやすく、水害や
土砂災害がしばしば起こる。
　ほかに用字は異なるが、静岡県安

あ

倍
べ

川の源流は「日本三大崩れ」の一つに
数えられる大

おお

谷
や

崩れの地であり、安倍
川流域は浸食と土砂堆積が顕著で、駿
河湾に大量の土砂を流出することで知
られる。静岡市清水区の三保の松原の
砂
さ

嘴
し

は安倍川が運んだ土砂が堆積した
ものと説明されている。だが、駿河湾
の湾岸流は恒常的には反時計回りのは
ずで、三保の松原や湾奥東部の大

お

瀬
せ

崎
は駿河湾トラフを震源とする地震・津
波で一気に土砂が運ばれたものかもし
れない。
　神奈川県丹沢山地の大山（標高
1252m）は別名を阿夫利山とも雨降山と
も言うが、このアフリ・アブリも同類
の「危ない」という意の山名の可能性
がある。丹沢山地はやはり断層山地で
急峻で脆く、ちょっとした集中豪雨で
人的被害を伴う水害・土砂災害が頻発
する地でもある。
　ほかに全国には
「虻山（峠）」とか「鐙
山（峠）」などアブ
系の山名が散見さ
れるが、いずれも
要注意の山とみな
してよい。
　なお、東北地方
の阿武隈山地はこ
れらのアブとは別
語源で、宮城県亘
理町逢

おう

隈
くま

の大字名
による。アフ・ク
マとは河川の淡水
と海水が出逢う潟
湖状の曲流した汽
水域を表した地名
で、これを明治以
降、「阿武隈」と

図-1 広島市安佐南区にある阿武山近辺の活断層群 東大出版会『新編 日本の活断層』より（×2）

図-2 大阪府にある阿武山近辺の活断層群 東大出版会『新編 日本の活断層』より（×2）

阿武山

阿武山
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尾＝峰）という焼畑関連地名があったことを述べた。
私の郷里のムラは岡山城から約11㎞、広島市安佐南区
八木も広島城からほぼ同距離に位置する。我がムラは
戦国期まで瀬戸内海航路の要港（近世以降は約４㎞南
東の児島湾口で瀬戸内海航路の幹線ルートに繋がる）。
一方、広島市安佐南区八木も、太田川本流と支流・三
篠川の谷に分岐する交通の要衝であった。
　江戸期の戸数は我がムラが280戸前後に対し、八木
は361戸でやや大きいが、いずれも非農家がかなりの
比率を占めていただろう。ということは、田畑を持た
ない住民は山林など村内の共有地を焼畑耕作し食料を
自給した。村役人も領主も、村社会の秩序を維持する
ため、それを黙認するしかなかった。
　江戸時代は、野蛮な封建社会と思われがちだが、支
配層の武士階級や村方役人の不正は厳しく罰され、庶
民とくに貧民には現在の〝福祉〟に相当するような配
慮がなされていた。
　江戸中期の寛政年間（1789～1801）、上野高崎藩の
郡奉行・大石久敬が著した『地方凡例録』はじめ明治
期以降の焼畑研究により、焼畑慣行はもっぱら九州・
椎葉村や各地の五箇山など山深い山村だけで行われた
と解されてきたが、実は比較的近年まで平野部近くの
各地で行われていたらしい。

焼畑と土壌崩壊は連関する

　中村慶三郎『名立崩れ』（風間書房、昭和39年）によ
れば、九州に多いコバはじめ全国のソレ・ソウレ・ア
ハ・アラシなどの焼畑地名はまた、地すべりなど崩壊
地形とその結果として形成される緩傾斜面を示す用語
としばしば共通するという。
　焼畑は、過去に地すべりなどが発生した跡地や崩土
の緩傾斜面などが最適地であり、またその緩傾斜面の
草地や灌木林を焼き払った跡地に鍬を入れると、その
土地はさらに崩れやすくなる、という因果関係になる。
焼畑用語と崩壊用語が共通しやすい由縁である。
　安佐南区八木地区の小字一覧には、必ず焼畑関連の
小字が含まれているに違いない、と考えていた。だ
が、『角川日本地名大辞典	34	広島県』巻末の「小字一
覧」には現・安佐南区八木の部分は記載されていない。
そこで国会図書館で『阿東町史』（合併後の昭和55年、
広島市刊）を検索してみたが、小字一覧の項目はなか
った。その代わりに江戸期の八木村・緑井村・温井村・

表記し河川名と山地名に転用したものである。

大字（格）の「八木」地名が意味するもの

　今回の広島市土砂災害では、安佐南区八木地区の被
害が一番ひどかった。八木という地名については、私
は34年前に共同編纂した『古代地名語源辞典』以来考
え続けてきた。
　平安前期の承平年間（931～938）に成立した百科辞
典『和名抄』国郡郷部には「八木」郷が４カ所あり、
ほかに「養

や

耆
ぎ

」郷・「養
や

宜
ぎ

」郷が各１カ所載る。安芸
国佐伯郡養我郷は「養義」の誤記とされ、これを今回
の被災地である広島市安佐南区八木に比定する説が有
力である。
　ヤギ地名は、古代部民制の矢

や

矧
はぎ

部に関連する地名と
する説もあるが、私はごく素直に解釈して焼畑系の地
名とみるのが妥当かと思う。
　古代の土地区画制度としては、奈良時代に施工され
た条里制が知られる。だが、条里制施行以前にも、地
域によって異なるがざっと10～15世紀の間、この列島
においては水田稲作が続けられてきた。水田稲作は、
水田のほかに雑木林・山林・採草地が欠かせない。
　先の『古代地名語源辞典』編纂のおり、私は学生時
代に何度か訪れた奈良県明日香村の近くに近鉄大阪線
大和八木駅・同橿原線西八木駅（ともに橿

かし

原
はら

市）があ
ったことを思い浮かべていた。橿原市八木は、古代藤
原京の宮域内かそれに近接する地に当たる。橿原市の
ヤギ地名の文献上の初出は平安末期だが、奈良盆地の
中央部で焼畑とは違和感が強かったが、人間はいつの
時代でも米だけを食しては長生きできない。
　条里制で整然と区画された水田で栽培された米は、
古代には租、中・近世にはまずは年貢を納めるための
ものであった。各時代の農民は、貢納後の米のほか雑
穀や野菜類を自給して生き延びるしかない。
　奈良県橿原市八木は、大和三山の耳

みみ

成
なし

山までは1.2
㎞、畝

うね

傍
び

山へは2㎞しか離れていない。『万葉集』ほか
の古代歌謡には野焼き・山焼きの歌が数多く詠まれて
いるが、単に害虫駆除の目的だけではなく、焼畑耕作
を伴う農作業の一つでもあったろう。

平野近くでも焼畑は行われた

　本誌112号（2012年）の拙論で、岡山県児島湾口近く
の我がムラ（現・岡山市南区阿津）にヤキョウ（焼・
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中調子村の村絵図が載っている
が、手書きのままで、しかもA５
版１ページに２村分を併載してあ
るので、文字はとても読み取れな
い。八木村の場合、地図中に58の
字名の数があることは、かろうじ
て読み取れる。
　ただし、この『佐東町史』には、
「山林制度」という節があり、そ
の記事からは広島藩は藩が直接管
理する「御建山（断て山の意か）」
のほか、村有の「御留山」、個人
持ちで樹木のない「野山・草山」
と個人所有の林地の「腰山」に区
分し、いずれも樹種を限定して勝
手な伐採を禁じていたらしい。
　享保10年10月の「八木村お山帳」
には100余の山字名が記載されて
おり（同じ名の重複例もある）、
その中には「苅はた」・「苅屋はた」・「大はた」・「上は
た山」・「長ばた」など焼畑関連と思われる山字が散見
される。
　同書によれば、八木村は他村からの入百姓が多く、農
地が細分化されていて本百姓の石高（耕作反別に比例す
る）も総じて少ないという。
　その分、山林を開墾したり、焼畑を行うことも多か
ったのではないか。享保年間にはもう焼畑は禁止され
たり、廃止されていたかもしれないが、農民にとって
は将来起きるかもしれない災害よりも、今日の食糧確
保のほうが優先する。
　つまり、藩当局の山林保護政策はあくまで建前であ
って、実態は焼畑を黙認していたのではないか。その
一つの証拠として、『日本国語大辞典』（小学館）の「た
てやま（立山）」の項には、「①狩猟・伐採などを禁じ
た山。②薪炭材などを立ち木のまま売買すること」と
いう説明に加え、方言用例として「部落共同で仕立て
た山林」とか「部落共有のたきぎ山」、「たきぎを切り
取ること」などの例を挙げている。

古代郷名にも災害地名があった

　八木地区の南に接する緑井地区も、今回の土砂災害
で大きな被害を受けた。この緑井は『和名抄』国郡郷

部に記載のある安芸国佐伯郡の郷名である。
　私もコメントを求められた週刊誌の特集記事で、地
元の地名研究者は『芸藩通志』（文政８年＝1825年刊）
に「山の麓に古き井あり。……水きわめて清らにして
……」という説をそのまま紹介している。江戸後期の
地元知識人の説をそのまま追随するのでは、地名研究
とはいえないだろう。色名のミドリ（緑）とは、どう
いう意味なのか。語源説には諸説あるが、その過半は
ミヅ（水）と関連づけて説いている。また、地名のヰ
とは、河流を堰き止める施設をヰ・セキと呼ぶように
「川、水流」のことである。各地に20カ所ほどある「大
井川・大堰川・大猪川」は「大きな井戸のある川」で
は状況上絶対矛盾になってしまう。
　吉田東伍『大日本地名辞書』は、八木村も緑井郷の
うちとするが、同書が引用する「厳島文書」にはこの
緑井郷をひらがな書きで「みどろ

3 3

いがう」と記してい
る。すなわち、本来は「水泥」という地名ではないか。
　古代の国郡郷制施行より前のある時期、今回と同様
の土砂災害に襲われた。地元の人たちは水と泥が混じ
った恐怖の記憶が忘れられずに地名として呼び続けた
のであろう。その「水泥井（川）」を「緑井」と好字
で表記したのは中央の官人だろうが、地元の人たちは
「厳島文書」にあるように、その本義を後世も忘れな
かったのである。

図-3 空地開発前の阿武山山麓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5万分1「広島」（昭和41年）

阿武山

八
木

緑
井
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斜面環境
山の辺の道「7」

義仲と巴御前──木曽路での記憶

中村 三郎
なかむら さぶろう

防衛大学校名誉教授・
地すべり学会顧問（理学博士）

１
はしがき

　中学初年の夏休み、中央アルプス木曽駒ヶ岳（2956m）
の登山を試みました。今日のような登山用ケーブルも
なく、山麓を深夜に出発し黒川谷を這い上がり、山頂
に近い前岳付近で日の出を拝んだ時の感激は忘れられ
ません。駒ヶ岳・宝剣岳登頂後、木曽谷側の上松町へ
下山し木曽路を北へ辿り日義村を訪ねました。この村
は木曽義仲のふるさとであり、はじめて義仲と巴御前
に関わる数々の逸話に接し、木曽路の自然と歴史の一
部を垣間見ることができました図-1。
　その後は長年木曽谷を訪ねることもなく、長野県歌
“信濃の国”の歌詞「木曽の谷には真木茂り……」とか
「朝日将軍義仲や仁科五郎信盛も……」、「四方に聳ゆ
る山々は御嶽・乗鞍・駒ヶ岳……」などの歌詩や、藤
村の名著『夜明け前』冒頭の「木曽路はすべて山の中
である……」というよく知られた文言などを口ずさみ、
木曽のことに思いを巡らせていました。
　木曽路の東側、中欧アルプスの木曽駒ヶ岳、西側の
御嶽・乗鞍山塊に囲まれた木曽谷の人々は、古来美濃・
飛騨・伊那谷地域の人々と交流があったものと考えら
れています。しかしそれに関わる記録などについては
確認していません。時代が経過し、木曽においては、
治承４年（1180）義仲の平家追討に関わる旗揚げがあ

義仲・巴御前図
図表提供：木曽町観光協会

図-1 中央アルプス「木曽駒ヶ岳（2956m）」（中村2014）

狭長な木曽谷の東にそびえる険しい山容が印象的である。山頂から望む西方には御嶽山、東方には南ア
ルプスや富士山を一望、山麓の木曽駒高原は、義仲、巴らの格好の馬術鍛錬の場であった。
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りました。これは木曽谷の一つの「夜明け」であ
り大きな事件であったと思います。田屋★１（1992）
は「治承・寿永の社会変革をもたらした義仲の活
躍は、日本の歴史を考える時に彼の果たした役割
は大きい」と指摘しています。数々の文献や記事、
諸先生の話を拝聴すると同じ思いであります。
　昨年９月、突然御嶽山が噴火し、未曾有の惨事
を引き起こしました。御嶽山は数百年に１度の割
合で噴火していますが、駒王丸（義仲）も少年時代、
兼平・巴らとともに御嶽山に登ったといい、その
頃の山の息吹はどうだったんだろう、などと思う
この頃であります。

２
「吉蘇路」の峠

　木曽の街道を歩くと左右に山が迫り、川は大地
を深く穿ちV字谷をつくり、平地が少ないのに驚
かされます。今日の木曽路に関わる古い記録では、
児玉★２（2000）による次のような報告があります。
「續日本記では大宝二年（702）に初めて美濃・信
濃両国の境は道路が嶮岨で往来が困難であるから
“吉蘇路”を通じさせる」という記録を指摘してい
ます。これらの記事の他にも「美濃・信濃両国に
関わる天竜川流域の伊那街道とか木曽川沿いの街
道説もあるが定説となっていない」とのことであ
ります。
　図-2は信濃国の木曽川・天竜川周縁の古地図の
一部であります。木曽川沿いには南から馬込・妻
籠・上松・宮腰……などの地名が記載されていま
す。また西縁には御嶽山塊をはじめ飛騨国・美濃
国等の国名が記載されています。周縁には飛騨美
濃に連絡する木曽町へ飛騨街道～長峰峠～高山へ
の道と、木祖村～境峠～野麦峠～野麦街道などは
古来信濃と飛騨を結ぶ「信飛交流」の主要な接点
であったということも指摘できます。具体的な記
事や記録は確認できませんが、木曽谷の人々は上
記の峠や街道を利用し、自分の脚や人肩・馬の背
によって交流を重ねてきたということが考えられ
ます図-2 	図-3。
　木曽谷の東、中央アルプス山塊を越える古道に
木曽北縁の日義村と伊那郡を結ぶ権兵衛街道・権
兵衛峠があります。古来民謡『伊那節』では「木

中央アルプス「木曽駒ヶ岳（2956m）」（中村2014）

図-2 古地図；南北逆に図示されている（作図者、作図年代不詳、小熊・塩入提供（2014））

権兵衛峠

鳥居峠

長峰峠

鞍掛峠

堺峠

N

野麦峠

図-3 峠図（中村2014）

sabo vol.117 冬 2015sabo vol.117 冬 2015 35



曽へ木曽へとつけ出す米は、伊那や高遠のお蔵米……」
と謳われています。平地の少ない木曽谷は水田の適地
が少なく、米が不足していたため、かつて伊那から木
曽への米約１万俵（１俵約60kg）が運ばれ、伊那へは
漆器や曲げ物などが人や馬の背によって運搬され、木
曽谷と伊那谷との交易が行われていたことが今日もな
お歌い継がれています（青木★3（1994））。ところが平
成18年（2006）、この権兵衛街道沿いに権兵衛トンネル
が開道し、伊那側の中央高速道と、木曽側の国道19号
線を40分ほどで連絡できるようになりました。今日木
曽谷と伊那谷の交易・交通量は激しく、今後木曽路の
変貌も予想されます。

３
「らっぽしょ」と駒王丸

　平安末期の武将源為義の次男義
よし

賢
かた

の次男として義仲
（駒王丸）は誕生しました。その翌年義賢は甥の源義
平（頼朝の兄）と武蔵で戦い、大蔵館で謀殺されました。
２歳だった駒王丸は母親小枝御前に抱かれ大蔵館を脱
出し、斎藤実盛・畠

はたけ

山
やま

重
しげ

能
よし

らの温情に助けられ、山深
い木曽に逃れ、中原兼遠に庇護されました。兼遠は広
大な森林資源を持つ木曽の荘園を取り仕切る人望の篤
い豪族でありました。彼は駒王丸がかつての源氏の棟

梁である八幡太郎義家から４代目の孫であることも承
知しており、駒王丸の将来の大器をも見抜き、その庇
護養育のことを快く引き受けたものと考えられていま
す。（中村★4（1972））（宮下★5（1998））
　日義村のお盆の行事に「らっぽしょ」という行事が
あります。これは山吹山や徳音寺周辺の子供たちが中
心となって行う「木曽義仲旗挙げ祭り」であります。
高学年の子らは自分でつくった松

たい

明
まつ

を灯して山吹山山
腹に火文字を描いた後山を下り、山麓で提灯やのぼり・
日本一の旗を掲げた低学年の子らと合流し、徳音寺ま
で行進します。「……朝日将軍義仲公とおらが在所はひ
とつでござる、巴御前・山吹姫もおらが隣の姉さじゃ
ないか、今井兼平、樋口次郎、鬼の血筋に生まれはし
まい、同じ日義育ちじゃものよ、彼らばかりに威張ら
すものか……」（木曽教育会★6（1968））などと素朴な
親近感あふれる詞

ことば

で郷土の英雄を称えつつ、徳音寺に
祀られた義仲の墓所に参るのです。これは義仲、巴御
前、山吹姫のふるさと日義村・木曽谷の人々の心意気
を深く感じさせる行事であります図-4 	図-5。
　山吹山山麓を流れる木曽川の流れ、かつて巴御前ら
が泳ぎ鍛えたという深淵「巴淵」は、今日もなお幽谷
のたたずまいを見せています写真-1。

木曽谷の北縁、山吹山とその山麓、 印の場は義仲の旗挙げ八幡宮と800年の「大欅」この付近の段丘上に義仲の屋敷もあった。
「らっぽっしょ」祭りの折Ya部分には「木」の字に松明が灯される。（←：徳音寺への道）

図-4 義仲のふるさと、山吹山（中村2014）
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４
巨木は見ていた──義仲の旗挙げ

　東西を中央アルプスと御嶽・乗鞍山塊に囲まれた木
曽谷の夕暮れ、老夫婦が農作業に追われていました。
申し訳ないと思ったが、義仲と山吹山のことなどの話
を聞きたくて声をかけたところ、手を休め喜んで対応
してくれました。木曽の人々は、何時、何処において
も義仲のことを話題にすると、まるで家族であるかの
ごとく、誇らしく語り教えてくれます。老夫婦は子供
の頃参加した「らっぽしょ」、松明で示す「木」の火文
字のことなど楽しげに語り、加えて「近くに義仲の旗
挙げ天満宮があるからお参りしてやって下さい」と言
う。さらに「お宮の脇には1000年近い欅の大木があって、
昔から義仲のこと、巴御前のこと、日義村のおら達の
ことなどずーっと見てくれているんだよ……」などと
感慨深げに語っているのが印象的でした写真-2。
　早速旗挙八幡宮にお参りを済ませ、傍らの大欅を見
ました。見事な巨木であります。欅は一般に勢いがあり、
巨木となって神聖視されます。この大欅もまさに大切
なご神木であります。説明板に依れば「樹齢800年（浜
博士測定（2001））で、胸高の周囲12m、樹高約30mで
あったが、平安時代以降の台風・落雷などによって幹
の先端が折れ樹勢も一部衰えた」と記載されています。
巨木周縁の一部には枯れたような部分も見られるが、
樹根の多くはしっかりと太く大地に食い込み、木肌は
灰褐色あるいは薄い黒褐色を呈しています図-6。つや
つやした硬い表面を掌でペタンパタンと叩くと感触が
心地よく、その反響音を聞いていると800年の歴史の一
部に接し、巨木のつぶやきを聞き取ることができたよ

うな気がします。風雪に耐えた八幡宮ご神木の妖しさ、
たくましさに畏敬をも感じます。
　治承４年（1180）９月、以

もち

仁
ひと

王
おう

の平家追討の令旨を得
た義仲は、この宮の原に勧請した八幡宮において旗挙
げ挙兵を行い戦勝を祈願しました。義仲とともに、彼
の乳母子である樋口次郎兼光・今井四郎兼平そして巴
御前らが従い、源氏の郎党約1000騎でありました。義
仲はいち早く依田城に移り、９月、市原の戦いで緒戦
を制し、さらに上野口の父義賢かつての家臣を糾合し
得ました。1181年６月、越後の平家方城太郎資水の大

山吹山

巴 渕

徳音寺

木
曽
川

手
習
天
神
社

旗揚八幡宮

写真-1 巴淵；山吹山山麓を流れる木曽川沿いの深淵「巴淵」はかつて巴御前らが
泳ぎ鍛えたと伝えられる場。

図-5 日義村周縁図

写真-2 旗挙八幡宮；義仲が戦勝を祈願し、平家追討の旗挙げをした地、拝殿脇
には樹齢800年の大欅のご神木がある。八幡宮周縁が義仲の屋敷跡。
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軍１万が信濃へ乱入しましたが、義仲は3000騎をもっ
て横田河原でこれを迎え戦い、大勝利を納めました。
この義仲勝利の噂は瞬く間に北陸道の武将達の間に広
がり、平家追討という大義もあり、北陸七ヶ国の武士
は挙って義仲軍に帰服・結束し軍勢は五万騎となった
といわれています。（日義村★7（2000）、西川★8（2010））

５
義仲の上洛成就と木曽谷での記憶

　平家追討の旗挙げ以来、義仲は破竹の勢いで北陸道
を戦い抜き、都に迫りつつありました。危機感を持った
平家は、越中般若野へ10万余騎の大軍を差し向けまし
た。これに対して義仲は今井四郎義平に預けた6000騎
の兵をもって作戦の末、見事平家軍を打ち破りました。
義仲軍はその直後砺波山に陣を構え爾後に備えました。
平家はさらに７万騎を送り込み義仲軍と対峙しました。
この戦いが「倶利伽羅峠での戦い」であります。この
戦いで義仲は、多数の牛と松明を利用し地形条件を活
用した「火中の計」ともいわれる作戦によって、一夜
にして平家の大軍を壊滅させました。この戦いは後日、
戦史に名を残しております。この戦いにおける義仲の
勝利は、源氏と平家の行く末を分けた決定的な決戦と

もなりました。義仲はさらに平家を追って京へ向けて進
み、寿永２年（1183）７月無血上洛を果たしました。
　義仲は挙兵してからわずか十数ヶ月の短い期間に信
濃をはじめ上越道のすべてを支配下に治め上洛を果た
したのでした。各地における戦いでは、何処において
も少人数によって大軍と対峙し、常に勝利するという
結果を出しています。これは義仲をはじめ兼平・巴御
前らが成人するまで、木曽の嶮岨な山野や河川などを
跋渉・踏破して鍛えた武術や馬術、手習天神社におけ
る学習成果などの「木曽谷での記憶」が、各地におけ
る彼らの作戦行動に大いに役立ったということが考え
られます。
　旗挙げ以来上洛に至るまで共に戦った義光・義平・
巴の三兄妹の活躍は、義仲にとって大きな支えでありま
した。とりわけ「日本のジャンヌダルク」（日義村（2000））
とも喩

たと

えられ、常時義仲に付き従った愛妾「巴御前」は
容顔まことに優れ、武術の心得も深く、一騎当千の活躍
ぶりが平家物語等数多くの諸書に記されています。

６
時代を超えて生きる義仲と巴御前

　義仲軍はさらに都へ向けて進み、寿永２年７月入洛

旗挙げその後の義仲と巴を見ていた
大ケヤキ、木肌を叩くと巨木のつぶや
きが聞こえる

図-6 大欅の基部（中村2014）
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を果たしました。義仲30歳の時であります。都入り後
も後白河法皇（以仁王の父君）の意を汲み行動してい
ました。しかし法皇は平家追討後もさらなる権力の温
存をもくろみ、意見の異なる義仲に対して理不尽な挑
発をした結果、「法皇寺殿の合戦」というトラブルが発
生し、義仲はあらぬ汚名を着せられました。しかし時
の右大臣九条兼実は法皇に対する義仲の攻撃について
「義仲はこれ天の不徳の君（後白河法皇）を誡むる使い
なり」と『玉葉』に記し、義仲の行動を称え擁護して
おります（日義村（2000））。この戦いを制した後、義
仲は法皇の宣旨により元暦元年（1184）１月10日征夷大
将軍に任ぜられました（永井★9（1966）	、日義村（2000））。
　義仲が征夷大将軍に任命された当時、頼朝は、義仲
入洛成就後における後白河法皇との経

いき

緯
さつ

の問題等もあ
り、また力を持ちつつあった義仲軍の存在を危惧し恐
れてもいました。これを知った法皇は鎌倉に「詔

みことのり

」を
送り、義仲の追討を促しました。頼朝はいち早く範頼・
義経らに命じ６万余騎を都へ送りました。これを迎え
た義仲・兼平らは宇治川等都周縁において戦いました
が敗れ、洛中においても圧倒的な鎌倉勢によって義仲
軍は総崩れとなり四散しました。
　義仲が戦いながら四宮河原へと出た時、彼に従うも
のはわずかに７騎で、その中に巴もいました。この時
義仲は巴に、女であるから信濃に帰れ、と命じ討ち死
を許さなかったといいます。義仲と巴の別れについて
はいろいろな記述がありますが、別れる直前巴は、義
仲に迫った敵将を馬上で見事討ち取った後に鎧甲を脱
ぎ捨て、東国に落ち延び姿を消したという武勇の話も
あります。
　そして義仲が粟津の松原まで来た時、乳母子の今井
四郎兼平と出会い「死ぬるときは共に討ち死にを」と
誓った直後、義仲は馬共々深い沼に入り込みたじろい
だところを、50騎ほどの敵に襲われ、弓矢によって冑

かぶと

の正面を射貫かれ落命したといわれます。征夷大将軍
に任命されてからわずか10日目のことでありました。
31年の生涯を燃え尽くし、日本の新しい時代への道を
切り開いた先駆者として高く評価されています。
　義仲には二人の愛妾がいました。一人は前述の、容
姿に優れ武勇の誉れ高い「巴御前」であり、中原兼遠
の娘であります。いま一人は山吹城主である金刺の娘
「山吹姫」で、義仲入洛後は都に留まったといわれ、ま
た二人ともそれぞれに義仲の子を遺しています。
　後年多くの偉人たちは、義仲の人柄や人間性を高く

評価し、愛すべき人物であったことを主張しておりま
す。松尾芭蕉は遺言で義仲と同じ場所で眠りたいと望
み、芥川龍之介は彼の情熱や人間性に心酔し、新井白
石は義仲が民衆のため世直しのために奮闘したことな
どを称えております。
	「義仲の寝覚めの山か月悲し」（芭蕉）とか、芭蕉の弟
子又

ゆう

玄
げん

の詠んだ「木曽殿と背中合わせの寒さかな」と
いう句（西川（2010））は義仲の人柄と人間性に思いを
巡らせ、身が震えるほどにうれしい気持ちを句の背後
に詠み込んでいるのだろうかなどという気配を感じま
す。時を超えて慕われる義仲と巴御前の魅力を再確認
し、称え伝えたいものであります。

あとがき
木曽谷の二つの事件簿

　治承４年（1180）８月平家追討のための義仲の挙兵
は、木曽谷と信濃路にとって大きな事件でありました。
挙兵後における成果は、日本の歴史にも大きな変革を
もたらすきっかけとなりました。先号の小文を執筆し
ていた矢先、2014年９月27日木曽御嶽山が突然噴火、
登山中の57名が死亡、６名が行方不明という未曾有の
惨事が発生しました。木曽における今回の事件では、
火山予知の難しさを見せつけられました。火山国日本
においては、今後早急に火山活動の予知・予測と、火
山活動と関わり深い防災技術のさらなる発展・対応に
努めたいものであります。

　謝辞：本小文の記載にあたり、資料の収集に際して
ご支援賜わりました、塩入信一、小熊友和、牧田一男、
林田健治、稲垣親男の各氏に厚くお礼申し上げます。

参考文献
★１	田屋	久男（1992）；木曽義仲──その生涯に秘められた真相、オ

フィスアングル
★2	 児玉	幸多（2000）；木曽路の歴史と特徴、木曽の昭和史、郷土出

版社
★3	 青木	広安（1994）；信州百峠、郷土出版社
★4	 中村	一雄	編（1972）；信濃──長野県の歴史と風土、ジャパン

アート社
★5	 宮下	功（1998）；木曽義仲を溯る	:	謡曲を歩く、坂城町
★6	 木曽教育会（1968）；歴史と民族を訪ねて、木曽教育会刊
★7	 日義村（2000））；動乱を駆け抜けた若き英雄　木曽義仲、日義村

役場
★8	 西川	かおり（2010）；乱世を駆ける、木曽義仲と巴御前、北日本

新聞社
★9	 永井	路子（1966）；源平の盛衰、日本歴史シリーズ、世界文化社
★10	長野	甞一（1965）；平家物語、ポプラ社

sabo vol.117 冬 2015sabo vol.117 冬 2015 39



アメリカ、ニューオ－リンズで
開催された

「土砂動態に関する
国際シンポジウム」
参加報告
鈴木 拓郎
すずき たくろう

（一財）砂防・地すべり技術センター 砂防技術研究所 主任研究員

厚井 高志
こうい たかし

（一財）砂防・地すべり技術センター 総合防災部 主任技師

はじめに
　2014年12月11日から14日にかけて、アメリカ合衆国
のルイジアナ州ニューオーリンズにおいて土砂動態に
関する国際シンポジウム（International	Symposium	
on	Sediment	Dynamics:	From	 the	Summit	 to	 the	
Sea）が開催された。当センターからは鈴木拓郎主任
研究員、厚井高志主任技師が参加し、研究発表を行っ
たので、ここに報告する。

ICCE2014シンポジウムの概要
　このシンポジウムは国際水文科学協会（IAHS）の
侵食委員会（ICCE）が主催の比較的小規模なシンポジ
ウムである。第１回シンポジウムは33年前の1981年に
イタリアのフィレンツェで開催され、最近では、2004	
年にロシアのモスクワ、2006年にイギリスのダンディ
ー、2008	年にニュージーランドのクライストチャー
チ、2010	年にポーランドのワルシャワ、2012年に中
国の成都で開催されている。
　今回のシンポジウムでは20カ国から合わせて93件の
研究発表があった。最も発表者が多いのは開催国アメ
リカ（37件）で、次いでカナダ（７件）、ロシア（６件）、
中国（６件）、日本（５件）の順である。アジア・オセ
アニア地域からは中国、日本のほか、ニュージーラン
ド（２件）、インド、マレーシア（各１件）からの発表
があった。また、ヨーロッパ地域からの発表件数も多
く、イギリス、ドイツ、フランス（各４件）、ベルギー、
ポーランド（各３件）などから発表があった。
　口頭発表は４日間で計68件、ポスター発表は１日目
と２日目に計25件あった。すべて１つの会場で行われ
た口頭発表は「表面侵食Ⅰ・Ⅱ」「河道侵食」「河川、
渓流の土砂移動」「流域からの土砂流出」「沿岸の土砂
動態」「土砂移動による水質汚染」の７セッションに
分けられ、その他４つの基調講演が行われた。
　筆者らは、それぞれ音響式ハイドロフォンによる流
砂観測手法、および観測データを用いた土砂動態の流
域間比較についてポスター発表を行った。各国からの
発表では、アメリカ農務省が表面侵食やリル侵食量推
定のために開発したUSLE式を発展させたRUSLE ２
（Revised	USLE	version	2）のガリー侵食への適用事
例、流砂観測値やモデル推定値との比較研究などが多

写真-1 会場の様子

写真-2 ポスターセッションの会場

写真-3 会場に用意された朝食
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くあった。基調講演では、開催地ニューオーリンズ近
傍のミシシッピ川下流の分流化とその影響による土
砂・水収支、河川環境の変化、その対策として2012年
に策定された基本計画などが紹介された。
　また、筆者らは日程の都合上参加は叶わなかったが、
３日目午後にはニューオーリンズ市街から東に12マイ
ル（約19km）に位置し、メキシコ湾とつながるボーン
湖（Lake	Borgne）の防潮堤関連施設において現地検
討会が開催されている。
　なお、今回のシンポジウムでは事務局のご好意？に
より会場となったホテルの朝食が参加者に無料で振る
舞われた写真-3。事前情報がなかったため、筆者らは
初日ご相伴にあずかることはできなかったが、2日目
以降はありがたくいただいた。

ニューオーリンズ事情
　2005年の8月末にアメリカ南東部を襲ったハリケー
ン、カトリーナによってニューオーリンズでは堤防が
決壊し、市内の陸上面積の８割が水没するという壊滅
的な被害が生じた。その後、治安が極度に悪化し、一
時はアメリカで最も危険な都市に選ばれるほどになっ
た。しかしながら、着実に復興は進んでおり、復興が
半ばのエリアもあるが、全体的には概ね回復している
ようである。
　シンポジウムが開催されたのは観光名所としても有
名なフレンチクォーター地区であり、この地区は浸水
を免れたこともあって、ハリケーンの影響を感じるこ
とは全くなく、夜のバーボンストリートは毎日がお祭
り騒ぎの様相であった。

おわりに
　対象としている現象の空間スケールが違うこともあ
り、現象の捉え方や研究のスタンスが海外（特にアメ
リカ）と日本ではかなり違うという印象を受けました。
筆者らの発表は海外の研究者からも大きな興味を持っ
ていただいたようですし、日本のように理論的に考え
る繊細な研究は海外では高い評価を受けると思いま
す。また、考え方の違いから学ぶことも多いと思いま
す。みなさん、どんどん海外に打って出ましょう。

Sea Food
　ニューオーリンズはアメリカを代表する「食の街」
であり、特に新鮮なシーフード料理は絶品であった。
写真は毎夜のように食した生カキ、ガーリックとパ
ルメザンチーズとともにグリルしたカキ、カラマリ
である。

JAZZ

　ニューオーリンズといえばジャズ発祥の地で
あり、音楽の街である。発表中も夕方になると
どこからともなくサックスの音色が会場内にも
届いてきた。市街地中心部のバーボンストリー
トを歩いていると、ヒップホップ、ハードロッ
クなど多様な音楽が聞こえてきたが、なんとい
っても伝統的なディキシ
ーランドジャズを聴かず
には帰れない。初日の夜
は、Fritzel’s	European	
Jazz	 Clubへ。Barry	
Foulonのバンジョーの
演奏が印象的であった。
　２日目の夜はMaison	
B o u r b o n へ。Jam i l	
Sharifがリードするスタ
ンダードなカルテット編
成。最後は客席を巻き込
んで「聖者の行進」の大
合唱となった。ちなみに、
ドラマーはブルース・ウ
ィリスにそっくりであっ
た。

ニューオーリンズのシーフード

Fritzel’s	European	Jazz	Club

Maison	Bourbon

旅のつれづれ
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「第９回日伊
土砂災害防止技術
会議」参加報告
山下 勝
やました まさる

（一財）砂防・地すべり技術センター 砂防部長

1. はじめに
　イタリア、ヴェネト州で開催された第９回日伊土砂
災害防止技術会議に参加する機会を得たのでその概要
を報告する。
　日伊土砂災害防止技術会議は、1998年11月にローマ
で行われた第６回日伊科学技術協力合同委員会で、土
砂災害という共通の課題をもつ両国が共同研究及び技
術交流を新たに実施することが合意され、1999年に第
１回が日本で開催された。第３回からは２年に一度の
ペースで両国交互に開催されており、今回で９回目を
迎えた。

２. 国家研究評議会
（CNR：Consiglio Nazionale delle Ricerche）
　イタリア国家研究評議会（CNR）は、防災部門を受
け持つ地球システム科学・環境技術局の他に情報通信・
運輸・エネルギー技術、人文･社会科学・文化遺産、
材料科学技術、バイオサイエンス、生物医学など７つ
の分野を擁する総合的な研究機関で、国内に109の研
究所をもつ。
　国土交通省砂防部、国土技術政策総合研究所、土木
研究所と共同で日伊土砂災害防止技術会議を実施してい
るのがこのCNRであり、今回は地球システム科学・環境
技術局のブルグノリ局長ほかの方 と々意見交換を行った。
　地球システム科学・環境技術局は、自然現象及び人
間の活動が地球環境へ及ぼす影響について研究する部
門で、気候・海洋・環境汚染・地質などの幅広い分野
を受け持っている。
　イタリアは、土砂災害による死者の割合がヨーロッ
パで最も高く、その対策にＥＵからの支援も得ながら
50億ユーロを要していることや、降雨予測を重点プロ
ジェクトとして進めているという説明があった。

３. 日伊土砂災害防止技術会議
　今回の会議は、ヴェネト州の州都ヴェネチアにある
州政府庁舎において開催され、日本側６件、イタリア
側５件の発表が行われた。
　このうち、パドヴァ大学のダゴスティーノ博士から
はアルプス地方における砂防施設の自然環境保全への
対応の変遷に関する発表があった。

現地行程

5月19日 国家研究評議会表敬・協議
日本大使館表敬 ローマ

5月20日 第９回日伊土砂災害
防止技術会議 ヴェネチア

5月21日 現地調査 ロトロン

5月22、23日 現地調査 ドロミテ

地球システム科学・環境技術局長他のCNR幹部の方 と々

ヴェネト州の位置と今回の現地調査箇所
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　イタリアでは1800年代後
半に本格的な砂防工事が
行われるようになってから
100年間は、施工技術や材
料の進歩により施工の合理
化が図られた一方、環境に
対する影響も増大する傾向
にあった。ところが、それ
以降は石材の積極的な利用
や透過型砂防堰堤の設置等
により環境への負荷は軽減
する方向にあるということ
であった。例えばアルプス
の麓トレント県では、コン
クリートを使用した施設数
が10年間で半減する一方、石材や木材を使用した施設
がほぼ倍増しているとの報告があった。
　特に興味深かったのは、river-morphological	reconstruction	
すなわち、もっぱら環境や景観の維持向上のための改
築に力が入れられていることであった。また、さすが
イタリアと言うべきか、さまざまなデザインの透過型

砂防堰堤も紹介された。

４. 現地調査
　現地３日目は、ヴェネト州と隣接するトレンティー
ノ＝アルト・アディジェ州との境に近いロトロンで、
1989年に発生した大規模崩壊地対策を視察した。下流
域は観光地となっているが、崩壊地から大量に流出す

第９回日伊土砂災害防止技術会議プログラム
発表者 所　属 タイトル

大野	宏之 国土交通省水管理・国土保全局砂防部 日本の砂防事業

CASARIN,	Roberto River	Basin	Authority,	Venice EU洪水リスク評価・管理指令に基づく土地利用計画

山下	勝 （一財）砂防・地すべり技術センター
（兼）国際砂防協会 日本の歴史的砂防施設

D’AGOSTINO,	Vincenzo University	of	Padova	TESAF アルプス地方における砂防施設の歴史的評価

岡本	敦 国土交通省水管理・国土保全局砂防部
地震・火山砂防室 大規模崩壊検知システム等による警戒避難に資する取り組み

CORSINI,	Alessandoro University	of	Modena	and	Reggio	Emilia 最新技術を用いた深層崩壊の監視

水野	秀明 筑波大学大学院生命環境科学研究科 深層崩壊に起因する段波の数値シミュレーション解析

MANTOVANI,	Matteo CNR-IRPI 干渉SARによる地形変化の監視

三輪	賢志 （独）土木研究所土砂管理研究グループ 初生地すべり変動計測システムと期間度評価技術の開発

FRIGERIO,	Simone CNR-IRPI 緊急対応・支援のための携帯端末の活用

内田	太郎 国土交通省国土技術政策総合研究所
土砂災害研究部

監視観測情報を活用した警戒避難・斜面崩壊危険度評価
手法を活用した発生時刻の予測

ヴェネチアで開催された第9回日伊土砂災害防止技術会議。会場となった
州政府庁舎は、1590年完成の堂々たる建物である

州政府庁舎から眺めた大運河（Canal	Grande）。運河が大きく蛇行する場
所に当たるため眺望は群を抜く。

会議では様 な々デザインの透過型砂防堰堤も紹介された（ダゴスティーノ博士の発表より）
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る土砂により下流の砂防堰堤はほとんど埋没しており、
自動観測装置による崩壊地の監視が行われていた。
　現地４日、５日目は、ドロミテ地方へ向かった。途
中で立ち寄ったバイオントダムは1960年の竣工当時世
界一の高さを誇ったが、1963年に発生した大規模崩壊
がダム湖に流入し、越波した水が下流の集落を襲って
2000名以上の犠牲者を出した。堤体自体はほとんど被
害を受けなかったがダムは放棄され、現在では災害を
学ぶ場として活用されている。
　ドロミテ山麓のコルティナ・ダンペッツォは冬季オ
リンピックが開催された町であるが、これらをはじめ
とする観光地周辺の山麓は至る所で大規模な土砂の流
出や地すべりが見られた。これらの地域では布団かご
による護岸・堆積工が施工されている箇所もあるが、
施設が整備されていない箇所も多く見られた。また、
スキーリゾートの一つアルタバディアでは、近年地す
べりが発生し、流域内ではGPSによる観測機器が整備
されていた。

５. おわりに
　イタリアというと、まずローマやヴェネチアなど明
るく華やかな雰囲気を思い浮かべてしまうが、北部の
アルプス周辺地域では厳しい地形や気象条件の下で土
砂災害との闘いが続いてきた歴史がある。
　オーストリアなどと比べると、砂防技術の交流とい
う面では決して長い歴史があるとはいえず、ソフト対
策など日本とは考え方が違う点もある一方、透過型砂
防施設の積極的な導入等共通するところも数多く見ら
れた。今回の会議では、様々な課題に対応するため会
議を継続していくとともに、本年３月仙台で開かれる
国際砂防シンポジウムへの参加などが合意された。今
後とも両国の土砂災害対策技術の向上に向け、より幅
広い交流を続けていくことが望まれる。
　最後に、イタリアでの全行程を通じて手厚いアテン
ドをいただいた、CNR水文地質保全研究所のアレッ
サンドロ・パスート博士及びジャンルカ・マルカート
博士に深く感謝の意を表します。

インドネシアの災害データベースのご紹介

インドネシア国家防災庁（BNPB）のホームページに、「Data	&	Informasi	Bencana	Indonesia（イン
ドネシアの災害情報とデータ）」が設けられています（➡http://dibi.bnpb.go.id/DesInventar/
dashboard.jsp）。英語選択可。「Data」ボタンから災害種別、地域、被害種別、時期などを選ん
で検索でき、エクセルデータもダウンロードできます。また、同庁の災害情報月報「Info	Bencana（＝
災害情報）」（インドネシア語）も、http://www.bnpb.go.id/publikasiから入手可能です。

（一財）砂防・地すべり技術センター

企画部国際課

バイオントダムの天端では学生の一団が
災害に関する説明を受けていた

発生した直後の地すべり地。周辺では
リゾート施設の建設が進められている

アルプスの少女が駆け下りてきそうな
ホテルからの眺め

GPSによる地すべりの監視が行われているドロミテ山塊からの大規模な土砂流出

ロトロン地すべり下流の砂防施設。現地調査
中には地元ＴＶ局の取材を受けた
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発生日 国名 種別 概要

2014年
4月18日 ネパール 雪崩

世界最高峰のエベレスト（Mt.	Everest）登山ルートで午前6時45分頃雪崩が発生し、荷揚げ中のネパー
ル人登山ガイド16名が亡くなった。現場はエベレストベースキャンプからサウスコルへ向かうルートの
第１キャンプ手前、標高5800ｍ付近。

5月2日 アフガ
ニスタン 地すべり

雨期の終盤に当たるアフガニスタン北東部のバダフシャン（Badakhshan）州で、大規模な地すべりが
発生し、およそ350人が死亡した。アフガニスタン北部では4月25日から広い範囲で200mm以上
の雨が降り、局地的には300mmに達したとみられる。地すべりは、そうした豪雨が数日続いた後の
2日12時頃、同州アルゴ（Argo）地区アーブバリーク（Aab	Bareek）村で発生したもので、泥レンガ造
りの家屋数百戸をのみ込んだ。村人はモスクでの金曜日の祈祷中に第１波の地すべりにのみ込まれ、
救援に駆けつけた人たちの多数が第２波の地すべりに巻き込まれた。

6月4日 スリラン
カ 地すべり カルタラ（Kalutara）州で6時間に378mmの降雨があり、これにより大規模な地すべりが発生し、22

名が亡くなった。他に洪水で5名が亡くなっている。

6月7日 アフガ
ニスタン

崩壊・
土石流

北部の山岳地帯にあるバグラン（Baghlan）州グザルガフ・イ・ヌル（Guzargah-e-Nur）地区で、狭隘
な渓谷斜面が崩壊して数十軒の人家をのみ込んだほか、鉄砲水が相次いで発生し、150人が死亡、
数百軒の家屋が流された。孤立した地区では数千人が避難し、政府による食糧や医薬品の搬送が行
われた。

6月19日
コート

ジボアー
ル

崩壊
首都アビジャン（Abidjan）のアッテクーベ（Attecoube）地区で、17日から降り続いた豪雨により崩壊
が発生、12名が死亡した。周辺は貧民街で、災害の危険地帯だった。ここ2週間で他に2つの崩壊
が起きており、4名が亡くなっている。

6月20日 ネパール 崩壊
雨期の始まったラプティ県（Rapti	Zone）ピュータン郡（Pyuthan	District）で、豪雨による崩壊土砂が
川岸の人家を押し流し、4名死亡、2名が行方不明となった。また、南に隣接するルンビニ県（Lumbini	
Zone）グルミ郡（Gulmi	District）でも人家の裏山が崩れ、9名が亡くなった。

7月4日 インド
ネシア 崩壊 東部のパプア州（Papua	Province）パニアイ（Paniai）県ボゴバイダ郡（Bpgobaida　District）で2日夜

11時頃、崩壊が発生、鉱山宿舎を襲い、9名が死亡、4名が行方不明となった。	

7月8～
18日 中国 崩壊

国内の広い地域で7月3～18日までに降った豪雨で、落雷や地すべりなどで117人が死亡し、家屋数
千戸が破壊され、11万人に影響が及んだ。
南部の貴州（Guizhou）省でも地すべりや落雷により7人が死亡した。また、南西部の雲南（Yunnan）
省でも9日午前3時頃、福貢県匹河郷沙瓦村の沙瓦河で土石流が発生、谷出口の人家を襲い、17名
が死亡したほか、16日、地すべりが発生し、9人が死亡した。さらに湖南（Hunan）省安化（Anhua）
県でも地すべりが発生し、19人が死亡した。

7月21日 中国 土石流

降り続いた雨により、中国南西部・雲南（Yunnan)省の徳宏タイ族チンポー族自治州（Dehong	Dai	and	
Jingpo	Autonomous	Prefecture）州都に当たる芒（Man）市芒海鎮（Manhai	Ward）呂英（Luying）村で土
石流が発生、21世帯105人が被災し、家屋13棟が倒壊した。これにより、16名が死亡、6名行方不明、
7名が負傷した。周辺地区でも洪水や崩壊が発生しており、9800軒の家屋が損傷し、1万7000世帯7
万5000人に影響が及んだ。

7月30日 インド 地すべり インド西部マハラシュトラ（Maharashtra）州プネ（Pune）地区マリン（Malin）村で、30日地すべりが発
生し、村の大半である50棟の家屋が埋もれ、209名が亡くなった。

8月2日 ネパール 崩壊・
河道閉塞

首都カトマンズ（Kathmandu）から東北東に55kmのバグマティ県（Bagmati	Zone）シンドゥパルチョー
ク（Sindhupalchok）郡ジュレ村（Jure	VDC）のスンコシ（Sun	Koshi）川沿いで、2日午前2時30分頃、
大規模な崩壊が発生し、家屋20棟を飲み込んだ。156名が犠牲となった。現場は中国へと続くア
ルニコハイウェー（Arniko	Highway）沿いで、スンコシ川とボテコシ（Bothe	Koshi）川の合流点より
15km上流。
さらに崩積土によりスンコシ川の高さ47mの河道閉塞が生じ、最大幅約300ｍ、上流に向かって3km
にわたって湛水した。この影響で周囲にある発電所2カ所と、水力発電プラント1か所が浸水などの
被害を受けた。陸軍により2日午後から導水のための爆破作業が行われたが、大きな効果はみられ
なかった。崩壊発生から37日後の9月7日に一部決壊し、湛水位は18m低下した。

8月15日 インド 崩壊
ウッタラカンド（Utterakhand）州パウリ（Pauri）県で、15日夜半の驟雨により数カ所で崩壊が発生、
24名が亡くなった。同州では昨年6月にも大災害が起きている。急峻な地形を縫うように建設されて
いる道路も豪雨の度に寸断され、救援や避難の支障となっている。

8月20日 日本
（広島） 土石流

19日夜から降り始めた雨が20日に入って強くなり、最大時間雨量87㎜を記録、この雨により広島市
安佐北区、安佐南区周辺山地で山腹崩壊が多発、土石流となって山裾の住宅地に流れ込み、緑井・
八木地区をはじめ周辺地区を含めて、死者74名、全壊家屋133戸、半壊122戸、一部損壊174戸の
被害が生じた。

8月27日 中国 地すべり 貴州（Guizhou）省福泉（Fuquan）市道坪鎮（Daoping	Ward）英坪（Yinping）村で、山腹が高さ600m
にわたって崩壊し、山裾にあった村の大半をのみ込み、22名が死亡、家屋77軒が損壊した。

9月7～
9日 インド 地すべり

ジャンムー・カシミール（Jammu-Kashimir）州ウダムプル（Udhampur）県パンチェリ（Pancheri）地区
で、5日間降り続いた雨により7日早朝に地すべりが発生、16軒の家屋が埋塞され、32名が死亡し
た。また9日には新たな地すべりがサダル（Saddal）村で発生、40軒の家屋が埋まり、38名が死亡、
100名以上が行方不明となった。一連の雨により、山間地では道路が寸断されて集落が至るところ
で孤立したほか、平地では「津波のよう」と形容される洪水となった。

9月23日 インド 崩壊 インド北東部のアッサム（Assam）州で雨期末期の豪雨により洪水と崩壊が多発し、メガラヤ
（Meghalaya）郡の地すべりで17名、グワハティ（Guwahati）郡の地すべりで5名が亡くなった。

9月27日 日本
（長野） 火山噴火

長野県と岐阜県の県境に位置する御嶽山が、明確な前兆現象が見られないまま11時52分に水蒸気
爆発を生じた。山頂付近にいた登山客等が噴煙に巻き込まれ、噴石の直撃等により57名が死亡、6
名が行方不明（10月23日現在、捜索再開は2015年春）となった。

　　　　 世界の土砂災害　（第15回）　2014／4／１〜2014／9／30
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見聞記②
「危機一髪三話」

 その１：怖ッ 

　日本の安全性の高さはご存知のと

おりで、裏を返せば海外では危機・

危険と遭遇する確率が高い。実際、

知人の中にも、銃を向けられる・大

怪我をする・体調を崩す・荷物一式

を盗られるなどの経験をしている方々

がいる。

　その方々とは比較にならないが、

私の最大の危機はトルコ・イスタンブ

ールの空港内で発生した。

　搭乗までの待ち時間、上役様はラ

ウンジでお休みされていたが、徒士組

は勿論、一般の待合室。人が多いと

騒がしいし、常に油断なく周囲に気

をつけているのは疲れるから人の少な

いところで時間を潰しトイレに行った

時、中には若干の客とモップを持っ

た男の掃除人が一人いた。これから

先のことは、記述としては長くなるが

極めて短時間の出来事であるし、互

いに言葉は一切発していない。

　途中、はッと気づいた時には客が

すべて出て、掃除人と私の二人だけ。

その男はドアを背にモップを前にして

こちらを向き、「お前、タダじゃ出さ

ないよ」。

　高校時代に柔道をしていて黒帯で

はあったが遥か昔のことであるし、そ

もそも初段では何の役にも立たない

ことは弁えており、さて、一体幾ら盗

られるのかな？でも言われることが何

か分からないしな～。まぁ仕方ない、

怪我だけはしないようにと諦めたその

時、ドアが開き搭乗員の制服を着た

男性が入ってきて、私は入れ替わりに、

「お前、ついているな」って顔の男の

横を、「地獄に堕ちろ」と心の中で呟

きながら出ることができた。

　搭乗員が一般客用のトイレを使う

ことがあるのかなと後で思ったが、こ

れが一番危なかった経験である。国

際空港内、しかもチェックイン後のこ

とで油断があったし、周りに人の目が

あることの抑止効果を学んだ場面で

ある。

 その2：痛ッ 

　尿酸値が高いことは奮戦記で述べ

たが、健康診断結果を無視し続けて

医院には全く行ってなかった。

　グアテマラとエルサルバドル３週間

の出張も終わりに近づき、明日、出

発という頃に痛み始めてきた。現場

では歩くが、「歩くのはこの橋の上下

流100ｍ以内にしてくれ、そこは調べ

てあるが外れた先には地雷があるか

も知れない」と言われるくらいで、勝

手には歩き回れない。さらに、夜、

外で食事をとる際も、徒歩では危険

で車で移動となるから【運動不足】

になる。

　生水は勿論飲まないし、食堂での

ジュース類だって氷を入れられては怖

いから、ついつい【ビール】が多くなる。

【食べ物】にしても、生野菜などは

心配で焼いた肉などが多くなる。なに

より、海外にいることが強い【ストレ

ス】になり、これだけ条件が揃えば

発作が起きても不思議ではない。

　当時、痛みのピークに至るまでに

は３日程あり、それまでにはギリギリ

帰国できそうではあったが、痛みは

徐々に増してきている。

　多くの人が痛くなる足の親指の付け

根ではなく足首が痛くなるので、ピー

ク時にはとても歩けない。一人、海

外に取り残されては生死に係わるの

で、何としても皆と一緒に帰らなけれ

ば……。

　マイアミで一泊し、皆はせっかくだ

からとジャズを聴きに出かけたが、部

屋でひたすら時間の過ぎるのを待っ

た。翌日もなんとか歩けて、搭乗。

これからはどんなに痛くなってももう

降りられない！　で、機内では遅れば

せながらも極力水を飲んでいた。

　成田から単身赴任先に帰る予定で

あったが、自宅付近の医院に向かい

何とかピークを迎える前に辿りつくこ

とができた。

　医者からは症状を診ないことには

痛み止めの薬は出せないとは言われ

たが、事情を説明し、先々まさかの

時の痛み止めを多めに貰うことがで

き、以来、海外出張時の必需薬とな

った。また、通院し始めたのも、こ

れがきっかけであった。

　近年は若い世代でも尿酸値の高い

人が多いようだから、尿酸値の高い

人は事前にいろいろお調べになるこ

とをお勧めする。私の場合は、季節

や睡眠時間などとの関連性はなさそ

うであるが、水分摂取不足気味の日

が続くと起きそうな気がする。

（追記）エルサルバドルの内戦は、

映画「イノセント・ボイス」にもなって

おり、公開早々観た。
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 その3：恐ッ 

　初めてヘリに乗ったのは某県警の

それで「帰りにお宅の上も飛びますね」

と言われたが、上空で書類や地図を

見たり、カメラのフィルムを入れ替え

るなどしたこともあって完全に酔って

しまい、それどころではなくなった。

２回目は酔い止め薬を飲み何とか凌

げて、３回目からは薬なしでもよくな

り、今となってはさて何十回乗ったこ

とやら。

　飛行機からでも建物からでも上から

見るのは大好きで、仕事をしつつもそ

れぞれに楽しんだが、ベネズエラでは

恐い思いをした。

　そのヘリの椅子は飛行方向に長椅

子状で、ドアが開いたら身体の方向

を変えることなく、そのまま前に進め

ば降りられるものであった。

　機上で大先輩から、「ガラス越しの

撮影では写りが悪いよ、ドアを開け

ないと」と、きつ～いお達しが出て

従ったのであるが、目の前は何もなく

なり安全ベルトは通常の飛行機と同

じく腹辺りに一本だけである。この

ベルトが外れたら……こちら側に機体

を傾けられたら……このカメラを落と

してしまったら……で、二度と味わい

たくない恐い経験をした。

　カメラも腕も悪いので、ドアを開

けて撮影しても、ご覧の写真のとお

りである。

反町 雄二（そりまち ゆうじ）
『sabo』事務局OB

（一財）砂防・地すべり技術センター

40周年記念シンポジウム

平成27年6月16日（火）14:00-17:00
砂防会館別館１F　シェーンバッハ・サボー

詳細につきましては順次HPに掲載して参りますので、皆様のご来場をお待ちしております。

ヘリのドア！
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行事一覧（８月〜１月）

後援（協賛）
●10月８〜９日 第46回（公社）砂防学会シンポジウム（協賛）

●10月９日 「斜面防災対策技術フォーラム’14」in札幌（後援）

●１１月６日〜７日 「2014火山砂防フォーラム」（協賛）

●１１月15日 国土交通省、藤岡市主催「譲原地すべり対策事業」現地見学会＆防災講演会」（後援）

●１1月25日〜28日 「インタープリベント2014」（協賛）

●１２月１日〜７日 「平成26年度雪崩防災週間」（協賛）

国・地域 出張者 期　間 目　的（参加会議名等）
イタリア
ローマ・ベニス等 山下	勝 ５月18～25日 第９回日伊土砂災害防止技術会議

※詳細は本文参照

台湾　
台北市・台南市

近藤	浩一
酒井	敦章 ９月21～27日 2014日台砂防共同研究会

台湾
台南市・屏東市

安養寺	信夫
池田	暁彦 ９月30日～10月6日 国際深層崩壊ワークショップ

国際土石流ワークショップ

スイス 近藤	浩一 10月１～５日 スイスWSL会議・砂防現地及び実験視察

台湾 菊井	稔宏 11月３～７日 International	Conference	on	Climate	Change
Adaptations	to	Disasters	on	Slopeland

アメリカ
ニューオリンズ州

鈴木	拓郎
厚井	高志 12月10～13日 ICCE/IAHS2014　Symposium,	New	Orleans

※詳細は本文参照

海外研修及び協力

season2

8

港区北青山3-11-7Ao〈アオ〉1階
表参道駅B2出口、国道246
号線を渋谷方向30m
☎03-6450-5911
ht tp://www.oreno.co. jp/
restaurant/

今、トレンドは
「立ち食い」

俺のフレンチ・イタリアン
AOYAMA

　ふだんご縁のない青山界隈へぶらりと散歩にでた

ランチタイム、目についたのが個性的な形のAo〈ア

オ〉ビルに並ぶ行列。先頭をうかがうと「俺のフレン

チ・イタリアンAOYAMA」、言わずと知れた「立ち食い」

ブームの先駆けとなった「俺の～」シリーズでも最大

級規模の人気店でした。高級食材を使用した本格

料理がビストロ価格で楽しめ、中でもここAOYAMA

はフレンチとイタリアンの両方を味わえるお得感が魅

力、と評判です。待ちを覚悟で並び始め30分ほどで

入店できたのは幸いでした。ガラスと大理石をふんだ

んに使ったモダーンな店内では夕方以降には生演奏

もあるそうで、食事をしながらJAZZを楽しめるライ

ブハウス感覚もエンジョイできます。ただし座席の方

は予約が必要、また早い時間に行かないとスペシャ

リテなど人気料理は完売のおそれあり。　　

　さて本日実食第１弾はフレンチで人気の鴨肉料理

「フランス・シャラン産鴨の胸肉のロースト（1,580

円）」。鴨肉の旨みをちょっと苦みのあるソースと付け

合わせのオレンジがひきたて、ジューシーさがたまら

ないおいしさです。第２弾は「牛フィレとフォワグラ

のロッシーニ～トリュフソース～（1,480円）」、はみ

出すほどボリュームのあるフォアグラが厚さ4～5cm

はあろうかという柔らかな牛フィレと合って、イタリア

ではポピュラーな料理らしいですが、あちらでは普通

にこんな贅沢なものを食べているのか？という疑問は

さておき、最後はそれこそポピュラーなイタリアン「ピ

ッツァ」、「トリュフとポルチーニのビスマルク（980

円）」で締めくくり、薄手の生地に熱々の半熟卵がと

ろけ出し、やみつきになりそうなうまさです。

『sabo』読者諸氏、フレンチのコースはボリューム

ありすぎて、とためらう方、忙しかった年度末の締め

くくりにプチ贅沢を、と思った方、好きなお皿を好き

なだけ手軽に頂けるこんなお店、いかがでしょうか?	

ちなみに青山まで行かなくても、牛込神楽坂にも「俺

のフレンチ」がありますよ。　　　　　　　　　		（S）
第１弾 第２弾 第３弾
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JR総武線市ヶ谷駅徒歩１分
東京メトロ有楽町線・南北線市ヶ谷駅（A2出口）徒歩１分
都営地下鉄市ヶ谷駅（A2出口）徒歩１分

「sabo」についてのご意見、ご感想をお待ちしています。

「役に立った」「印象に残った」記事、あるいは「こんな記事が読みたい」など、
みなさまのご意見、ご感想を、FAXやメールなどで下記の事務局までお寄せ下さい。
『sabo』バックナンバーはホームページからダウンロードしてご覧ください。

「sabo」事務局宛
FAX:03-5276-3391／e-mail:sabo-kikanshi@stc.or.jp

http://www.stc.or.jp/

　立春を前に日だまりでは梅がほころびはじめ、吹きすさぶ寒風にも

めげず、木々は芽吹きの準備に余念がないようです。

　世界を震撼させた阪神淡路大震災から20年が経ちました。崩れ落

ちた街並みの中で、一筋の希望の光として生まれた子供たちが成人を

迎える歳月です。がむしゃらに彼らを育て、暮らしと神戸の再建に立

ち向かった人々の上にも、やむなく故郷を出て新たな土地に暮らす人々

の上にも、等しく月日は過ぎていきました。そしてこの間、神戸や淡

路の人々が何を想い、どう生きてきたかを報道する多くの特集番組が

組まれました。

　なかでも胸に刺さったのは、美しく安全になったはずの街に「人が

戻らない」という現実です。当時「一日も早く」という切羽詰まった

状況の中で、行政と市民の目指すところは一つだったはずなのになぜ

か思惑は食い違い、がらんとしたモールを見下ろす当時の担当者の姿

が心に残りました。雑然とはしていても活気と熱気であふれていたか

つての新長田、定規では計ることのできなかった街の魅力は何だった

のでしょうか？ 町並みの再建だけでは成し得なかった「復興」の難し

さをひしひしと感じさせられました。

　この20年は、私たちの想像を遙かに超える「想定外」の災害に見

舞われた年月でもありました。20年前、神戸の上に広がっていた空虚

に広い青空は、明日は私たちの上にあるかもしれません。４年前の３

月11日、誰の身にも起こりうるという現実に私たちは愕然としたので

した。けれども、それでもこの国で

生きていくということは、現実を受け

止め、備え、そして忘れない、とい

うことでしょうか。冬の名残を追い払

う春一番のように、復興の最後の仕

上げ「活気」を送り込む鍵は、私た

ち一人一人の手の中にもあるのです。   

（J）

編集後記
市ヶ谷便り
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